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エスペラント

七月號

わかき時代へ訴える

支那事變を契機として,エスペラント 

による日本文化の海外宣揚とゆうことが 

エスペランチストー般Qあいだにひろく 

問題とされて來たことは,まことによろ 

こば;しし、ことである。

われわれのあいだにおける日本文化宣 

揚の問題の歷史は,日本のエスペラント 

連動史そのものと,つねに,ともにあっ 

た。この問題の精神は,學會の寄附行爲 

第二條の「國際語エスベラントニ依ル我 

國文化ノ世界的發揚ニ資セムコトヲ期 

ス」に表現されており,これが實踐は,運 

動そのものの波にしたがって,つづけら 

れて來た。

ただ，この間題が,今口あらためて， 

ことごとしく,ことに從來こうした問題 

にほとんど關心を示さなかったかのよう 

な方面からつよく論議されるにいたった 

ことは,目をみはるにあたいすることで 

ある〇

これは,事變處理とゆうさしせまった 

問題に對する 民的協力とゆう立場から

なされているからであって.これが,P3 
圍からの影響にはげしく刺徼されて,や 

やあせり氣味で叫ばれていることは,從 

來の間題のとりあげかたが，民族的自覺 

から自然發生葩にうまれた,平常時的ゆ 

るやかさをゆるしたものとは,いちじる

しく,おもむきを異にしてい］。 

しかるに,このいそぎのときにあたり,

われわれがつよく感じることは,一股的 

技術のまずしさとゆうことである。

ゆうまでもなく,日本のエスベラント 

界にすぐれた技術の持主は,かならずb 
もすくなくない。ただ,問題はこれが全 

般的でないこと——特に,Plijuna gene・ 
racio,第1線的活動を，これにもっとも 

期待しなければならない,この膺にひろ 

く技術が缺けているーーとゆうよりも, !

むしろこれを輕んじているかの傾きすら (

見えることで,これは,まことに悲しむ 

べき,しかしおういかくすことのでき 

ぬ事實である。

今日,この非常のとき,必要なのが, 

百のむなしい議論でなく，一の實行であ 

ることは.ゆうまでもないことで,われ 

われは,この,わかき時代に技術のとぼ 

しいことに當惑を感じるのである。

それは,すぐれた技術を持つのは,社 

會的に庫要な地位を占めているものにお 

うく，こ・もらは,それぞれ,おのおのの 

分野にあって,國家の井常痔のりきりの• 

ために,日もたらない活躍をっずけておi 

り，これをエスペラント戰線に動員する 

ことは不可pgにちかいからである。

だが,いつまでも當惑をつづけている 

ことはゆるされない。“」，

わかき時代に對して，ゆえに.われわ 

れは,切に訴える:—

厂まず,技術を磨け!」と。.

技術のない言語は滑稽にひとしい。他 

に期待して,いたずらに聲を涸らすより 

も,・諸君自身に期待して,諸君自身の技 

探fをみ;Ĝ;いていただきたいのである。

これは,いささか厂道遠し」の感をあ 

たえるであろう。だが,選ばれる道は, 

それ以外にはないのだ。このあきらかな 

事實は,諸君をあせらせるかもしれない。 

そのひとびとのために，あえて,つけく 

わえよう:一

厂道遠し されど日はいまだ昏れず!」

・」• - (M-Ŝ.)



力檢定高 等試驗 Gi estis tre feliĉa, Ĝiは最後の旨童

答案 の批評
から鳥と察せられるから,厂その鳥は本當に幸 

福でした」と'譯してよい。

sed tute ne fiera,厂だが，ちっとも高ぶっ

エス文和澤 佐々城低

作文 小坂狷二

文法 岡本好次

常讖 川崎直一

會話 進藤靜 太郎

讀み方 川爛直ー

I

和文エス譯の答案

1・ Gi estis tre feliĉa, seci tute ne 
fiera, ĉar bona koro neniam farigas 
fiera・ Ĝi pensis pri tio, kiel ĝi estis 
mokata kaj persekutata, kaj nun ĝi 
aŭdis, kiel &uj diras, ke gi estas la 
plej bela el ĉiuj belaj birdoj.

ゝ 2. Muta kaj malvarma kiel tombo 
ŝi eniris en la ĉambron, ĵetis nur 
preterflugantan rigardon sur la knabi
neton, kiu kunpremi女inte sidis antaŭ 
la kameno, ne ekparolis al ŝi, deprenis 
de la kapo la tukon kaj aliris al la 
litaĵo; kuŝanta sur la planko. ゝ

・ 批評
採點の標準はエス文の解釋を主とした事, 

卽ち正しく解しているか否かに重®！iを置い 

た。從って日本語としての巧拙によっては 

（こ九は大事な間題ではあるか）今回ろ採點を 

左右しなかった。更に委しく云えば,文脈を 

正しく捉えているか,主語と動詞との關係に 

誤がないか等々の點を重視した。大體から云 

って滿足な答案が多かったが,中には文脈を 

辿るに必要な關係詞や接續詞,又動詞の形な 

どに全然無頓程と見受けられる人もあった。 

こうゆう方々には眞劍Iこ今後の御勉强をお願 

2 ¢278） い申上げます。

た處はありませんでした」fieraを知らない人 

が二三名見えた。厂少しも屈慢ではないが, 

幸.龍でした」と云う種類の譯もあった。これ

などは文脈を無視したと云う一例である。

ĉar ..... fiera.厂と云うのは,善良な心を

持っている者は決して高ぶりはしませんか 

らど此の文節で踉いた人は殆ど無かった。

Gi ......  persekutata,厂鳥は嘗て嘲けられ

たり,迫害されたりした事を考えていました」 

此の文節中のtioを誤った人が數笛あった。 

これは無論kiel .......pereskutataの文節を

代表している言麋に過ぎない。文脈を全く濒 

みない例に厂それは其の事を自分が嘲けられ 

て居るものと考えた」等がある。

kaj nun   birdoj.厂處で今は皆が口分を 

凡ゆる綺麗な.烏の］卩での一番简麗な鳥だと云 

っているのを聞きました」。ke文節はdiras 
の目的である。 '

2- Muta ...... さambron,「墓場のように默・

って,冷たく,彼女は室に入って來た」muta, 
malvarmaは主語のŝiを修飾している。無 

論形容詞であるが,副詞のように譯して差支 

ない。Ĉambroを修飾すると誤り「墓場のよ 

うな室に」は構文上の誤謬を犯したもの。又 

tomboを墓石と解したをもあった。墓石がの 

っそり入って來たと云う感じと解するより, 

墓穴や埜听のしんと靜まりかえった,冷やび 

やした死のような氣持を與える感じと見た方 

がよいと思う。尤も墓石の譯に對して減點は 

しなかった。

ĵetis ...... kameno,［爐の前に縮こまって

いる娘に,ちらと一瞥をなげただけで」 

terflugantanは厂わきを掠めて飛んでf?く」の

意味たから,キヨトンとした,キヨロキョロ 

等は感心出來兼ねる〇 kunpremiĝintaにも 

厂腕を組んで」厂布をおさえ乍ら」等の離れ過 

ぎた誤も密った。

上 ne ekparolis ...... planko.「言葉をかけよ

うともせず,頭から頭巾をとり,ゆかに敷い 

てある蒲團の方へ步みよった」。吐處で特に 



注意すべきは jetis, ekparolis, deprenis, kaj 
alirisの動詞は悉く enirisと同樣,主語ŝiの 

陳述動詞である事である。 佐々城佑

II

作文成績非難

問題

次のH木語をEsperantoで云い表わ 

しなさい〇

1） 彼がその事を尋ねたら何と返事を 

しよう。

2） 早速御返事を賜わり有り難う存じ

ました。 / d
3） 天は澄み渡って一抹の雲もなし。

4） 當講習會の指導者花HI先生を御紹 

介申します。

批評

高等試驗の作文は甚だ香しからぬ成精（最 

高85點,最低40黠）で筆がつい迂って批 

判が非難となった次第。どうもEsp・の文體 

と云うものを未だ體得していない人が多い。 

これは平素ザメンホフ其他の模範文體を讀む 

のに注意が足らぬ罪〇 Jen zorgoj mankis— 
nun ricevu !は少々酷かも知れぬ力:。

（1） Se mi demandas...と假定法を用い 

た人があるが『事實の裏』（卽ち逆）を云って 

居るのではなく,單なる未來の豫想であるか 

らdemandasと未來形にせねばならぬ。『何 

と』返事は返事の仕方を問うのでなく如何な 

る爭を答うべきかの意であるかわKiel?でな 

く Kion ?又 Responda, ke...と云う返事 

を期待して居るのであるからKion mi res- 
pondw al li, se li demandos min pri tio?と 

命令法を用いるがよい。尙お「誰に何を尋ね 

る』はdemandi iun pri ioが普通の云い方。

（2） 『誰に何を感謝する』はdanki n,n 
por 仅は pro） io.〔Danki icn al iu は「何 

は誰に負ろ,誰のお蔭である』の意〕。『早速御 

返事』は（Mi dankas vin por） via tuja （又 

は senprokrasta） respod〇・勿論（Mi） kore 
（dankas）を入れてもよい。

（3） Cieloに冠詞を落した人があるが仰ぎ 

見るあの天故La &elo.『澄み渡って』の澄む 

は esti serena 又は klara. Hela は火,聲， 

色などには便うが澄んだ&eloには向かぬ; 

puraを用いた人があるがこれはおかしい。 

（きれいな,きたない天とは云わぬ）。『渡る』 

は&e】oにtutaを附けて表わす。『一抹の 

雲』は peceto （又は peco） da nube, ero da 
nubo, neniu nubo, neniom da nubo など力: 

あったがあまりにぎごちない。neniu ombro 
da nuboとして貨いたかった〇類例:blovo 
（又は ondo） da vento 一陣の風,strio da 
lumo 一道の光。La tuta ĉielo estas serena 
kaj sur ĝi oni vidas neniun ombron da 
nubo.

（4） 『先生はsinjoroで充分。本問は

s-ronとgvidantonとが同格で何れも目的格 

にせねばならぬと云うのが眼目だけでこ柑》 

多くの人力;出來ていた。Mi havas la honoron 
prezenti al vi sinjoron Hanada, gvidanton 
de la kurso・ 小坂狷二

III

文法科の答案を見て

门・ . 問題

1.次の文中冠詞の用法に誤あらば正 

せ。且つその理由を記せ。

a. Suno brilas super ni.
b. Akvo en tiu ĉi poto estas mal・ 

varma.
c. Jen estas pomo, kiun mi trovis.
ĉ. Lastan jaron la ambaŭ knabinoj 

mortis.
d・ Sur fenestro kuŝas krajono.
e. Li estas plej diligenta studento

en nia kolegio.
f. Mi jam trovis mian ĉapelon;

nun vi serĉu la vian.
£• Hodiaŭ estas dudeka tago de Ia

• mart 〇・ （279）3



女・ Tiuj ĉi birdoj soifas・ Donu al 
birdoj akvon.

h・ しi batis min sur kapon. （私の 

頭を打った）

2.次の文に誤あらば正せ。且っその理 

由を記せ〇

a. Ni iru al Tokion.
b. Li havas multe da librojn.
c. Hodiaŭ mi iris al la lernejo sen 

manĝi.
C・しi ne jam ploras・（最早や泣かぬ） 

注意:一文法家によって誤とせざるものもザ 

メンホフの考えと異る場合はこれを正すこと 

批評

我が國エス運動にとって學力檢定試驗制度 

の制定はまことに有:s:義のことであると考え 

る。それは或る意味に於て我力:國エス語界の 

niveloを大いに弓］上げてくれるからである。 

從來エス界に於ては初等講習會の指導者の如 

きも,その資格に何の制限もなく又何の標準 

も示されていなかった。中等學校の英語敎師 

が正則の學校を經,又はかなり困難な檢定試 

驗を經て初めて敎師の資格を得るのに對して 

エス語界が甚だ見劣りがするものであった。 

なるほどエス語は英語に比して數借平易では 

あり,初等講翟とゆうものは，一通りの文法 

の輪廓を中心に讀書を敎えるのであるからい 

ゝようなものの,出來るならば或る種の講師 

の資格試驗の如き標準が示されるべきだとは 

誰しも考えていた所である。幸いに機が熟し 

てこの制度の確立を見たのは慶賀に堪えない 

さてこの檢定試驗のうち高等檢定は初等講 

習會指導に適する程度として示されている 

（學カ檢定規約——本誌三月號P.16-17參照） 

が自分は高等檢定とゆう名稱からしても單に 

初等講翟會がどうにか指導できるとゆう程度 

でなく,中等保度の講習會でも指導できる位 

のところまで程度を高くみたいと思う。それ 

でないと高等とゆう名前がいささか羊頭をか 

ゝげて狗肉を賣るように見える。何も檢定制 

度ヵ;出來たからといって檢定をうけない人々 

が講習會を指導できぬわけではない（この事 

についても本誌3月號で說明している）のだ 

から高等檢於合格者を大最につくる必要もな 

いと思う。今年は初めての試みであるから何 

だが,年一年とこの試驗も程度を高めていっ 

てほしいと思う。（勿論これは筆者一個人の 

考えで他の試驗委員の方々の中には全くこ九 

とはちがったお考えの方よ;あるかもしれぬ 

が）。特に全國的に見て非常時の濃化した今 

日movadoは下火のようであるが,この機會 

に我々は自己の學力の向上に精進すべきだと 

思う。その意味に於てたまたま學力檢定制度 

の確立を見たことは我が國エス運動の將來の 

ためよろこばしいことといわねばならない。

上の樣な自分の考えから先般の大會の際施 

行された高等檢定試驗の中文法科の答案を見 

て些か失望したのである。尤もこれは出題者 

たる筆者自身の于落にもあるのである。それ 

は筆者と中央との聯絡の不十分にもよるので 

あるが,一體文法だけに與えられた時間が何 

時間なのか何分なのかも不明瞭で出題したか 

らそある。唯大會のプログラムから想像して 

全體が二時間たらずらしいと考えただけであ 

る。それで初め出題する時問題わ「且つその 

理由を記せ」の所は厂旦っその理由を詳記せ 

上」としたのであったが時間がないかと思っ 

て厂許記」を厂記せ」にかえたのである。そ 

れが答案を見て籍者の考え通り十分になって 

いない結果を招來したものと思う。併Lあの 

問題の最後に「注怠: 文法家によって誤と 

せざるものもザメンホフの考えと異る場介は 

これを正すこと」と書きそえたのは受驗者力: 

厂これは文法書によって,こうであるが,ザ*  

ンホフはかういっている」とゆう風なところ 

まで書いてもらいたいと思っていたからであ 

る。本誌4月號p. 27に高等試驗か參考書 

が出ているが,文法には捷徑とLingvaj Res
pondoj （以下しRと略す）とがあげてあるの 

だから,LRにかう書いてあるとゆうこと位 

を一言書き添えてもらいたいと思っていた筆 

者の豫想がはずれて些か失望したのである。

この間出題した文法の問題は普通檢?試驗 

の問題として提出しても答えら九ないわけで 

はないと思う。態々高等試驗の問題とする程 

でないかもしれない。しかし問題がやさしく 

てもその取扱い以、第では岛級な文法の知識が 4 (280)



必要になってくる。そこをねらって出題した 

のである。だからなるべく解答の中心は試驗 

前にLRを一通りよんだ位の痕琲を示してほ 

しかったのである。それが殆んど答案で表わ 

れていないので些か失望したのである。

文法上の說明が筆者の希望通りでないが， 

誤の訂正は大體皆出來ていた。唯筆者はもう 

少しつっこんだ說明を希望していたのである 

が遗憾ながらそれは滿されなかった。それで 

今度の出題を機®に一々の個々の問題につい 

てやゝ詳細な講評をなし併せてこの機會にこ 

の材料についてもっとエス文法について硏究 

してみたいと思う。

筆者の希望したのは次の如きことを一寸加 

えてもらいたかったのである。

例えば1のEの問題でambaŭの前のla 
を除くことについてLRの中でザメンホフ 

はambaŭの前に冠詞を用いないのヵ:一層 

logikaだと思うと述べていることを書添える 

こと。

2のaの問題のal Tokionのnをとるこ 

とについてもしRにも說いていることを書添 

えること。

2のbの問題もしRに說明があることを 

書添えること。

2のcの問題もしRに說明があることを 

書添えること。 ・

2のGの問題も同樣である。

つまり2の問題はa-Ĉまで四題ともLRの 

中に出ているのである。

だからこれらについてはLRにも說明があ 

ったと書添えてあれば高等檢定の答案として 

全く申分がなかったと思う。實際初等講習會 

ではどうでもよいかもしれないが,少くとも 

中等講習倉の講師はLRの中にどんな問題が 

取扱ってあったか位は知っていてもらいたい 

と思う。だから高等檢定をうけられる方は受 

驗前位にLRを一废讀んでおかれたいと思う

つまり大體以上のようなことを理由のI;へ 

書き添えてもらえばよかったのである。それ 

以上の文法上の議論のある點導については要 

求しない。今次にこの機觀に講評を兼ねてこ 

ゝに出題された問題についてもっと深く文法 

的に硏究してみたいと思う。

1.a. Sun〇 brilas super ni.
これは しa suno brilas super ni,とすべき 

である。Ekzercaro § 5 Jこ La suno brilas.と 
ゆう文が出ている。このsunoに冠詞をつけ 

ることは何でもないことであるが,理由とな 

ると仲々むづかしく,また議論の餘地が相當 

あるのである。併しこれは文法上の議論であ 

って,實際の用法から云えばsunoの前に冠 

詞のない文を殆んど見たことがないのである 

から,誰しもこれにlaをつけるのを忘れる 

ものはないと思う。

答案を見ると14人中唯一人だけlaを書 

きこんでないだけである。（しかしこの人も 

laを入るべきを書き落したのではないかと考 

えられる節もある）。併しその理由としては 

厂sunoは宇宙に唯一つしかないから」とゆう 

說明が多かったが宇宙に唯一つとゆうのなら 

冠詞をつけるとゆう上りもむしろ固有名詞と 

して取扱うべきではないかと質問したくなる

實際,太陽を天文學的に考え,この宇宙に 

唯一っと考える時には固有名詞として取扱い 

Sunoと大文字で書いて冠詞をつけない方が 

よいと思う。Marso （水星ゝ,Jupitero （木星） 

等も冠詞をつけないで大文字で書いてよいと 

思う。これは筆者の考えであるが同じ樣なこ 

とを Mazzolini 著の Ekzercilo por supera 
praktika kurso de Esp.の にも書いてあっ 

たと思う。

併しsunoを廣く恒星（astro）とゆう恵味 

にとって（そうすると普通名詞になる）その 

中我が太陽系のあの太陽であるとゆ5ので特 

定になるかla sunoと冠詞を冠らせると考 

えるのが從來の考えである。

だから答案には厂sunoは我が太陽系の太陽 

をさすもの故ゆう迄もなく特定なるを以て」 

と書けば最もよいと思う。

併し筆者自身はsuno, lunoを普通名詞の 

如く取扱い冠詞をつけるのは一つの慣習（こ 

の慣習はエス語としてでなくむしろ一般ヨー 

ロッ丿嚅の慣習）によるものであるとゆうの 

が妥當であるように思う。併し論理をたっと 

ぶエスペラントが慣翟を重んじて用いている 

とゆうのがエスペラントの沽券にかゝわると 

ゆうかじらないが。もう一つの理由は我々人 （281）5



類が數千年前過去から見て來た太陽とゆうも 

のは決して天文學者が天文的に考えているの 

とはちがうのである。月についていえば同じ 

月とゆうことは太古の人類も想像していたろ 

うが,或時は新月（novluno）となり或時は半 

月（duonluno）となり或時は滿月（plenluno） 
となるなど樣々に變化する月をながめては他 

の天體の如く簡單に固有名詞扱いをする氣持 

になれなかったのではないかと思う。太陽も 

今日の太陽,明日の太陽と考える時何だか簡 

單に固有名詞としてかたづけきれない點があ 

ったものと思う。

1.b・ Akvo en tiu ĉi poto estas malvarma. 
これは云う迄もなく tiu ĉi potoの中のと 

ゆうのであるから,そのakvoは特定のもの 

となりlaをつけるのが當然である。卽ぢ

La akvo en tiu ĉi poto estas malvarma. 
である。 *

1・ c. Jen estas pomo, kiun mi trovis.
これに於てpomoはkiun mi trovisで明 

かな如く私がどつかで拾ったそのP°moなの 

で,ĝれは外のpomoではないのだから特定 

のものである。故にlaをつけなければなら 

ない。卽ち

Jen estas la pomo, kiun mi trovis. 
とすればよいのである。

].ĉ. Lastan jaron la ambaŭ knabinoj 
mortis.

lasta jaroは昨年の事である。（lastaは最も 

今に近い意であるからlasta jaroで昨年とな 

る）。咋年といえば本年の前年であって特定 

であることは云う迄もない。それでその前に 

定冠詞laを附すべきは勿論のことである。 

このlastan jaronの前に冠詞をおいた人は 

14人中4人にすぎなかったのは殘念である。

英語はこの際冠詞をつけない。併し英語は 

自然語であって慣用をたっとぶものである。 

エスペラントは人工語で論理的である。エス 

ペラントカ;み总らに口然語を模倣して墮落して 

はならないと思う〇

次にambaŭの前のlaであるがこれについ 

ては一寸ヒに述べた如く Lingvaj Respondoj 
の中でザメンホフが說明している。卽ちLR 
（Plena Kolekto・改訂第三版）p. 72'にで、い 

るPri la uzado de "ambai!"の所をよむと 

よい。その耍黠の一部を次に引用すると

"Ambaŭ " signifas: « ĉiuj du », t.e. ĝi 
estas uzata anstataŭ «ciuj», kiam ni 
parolas nur pri du personoj aŭ objekloj. 
… Kvankam mi ofte uzis la formon «la 
ambiŭ», tamen mi opinias nun, ke pli 
logike estas uzi la vorton « ambaŭ » sen 
artikolo.

つまりambaŭは旣に話者にも聽者にもわ 

かつている2人（又は二つ）の兩方共を意味 

するのだからambaŭの意の中に特定の意味 

が含まれているからその上に冠詞!aをつけ 

る必要がないとゆうのである。併しザメンホ 

フは始の中は（このRespondoは1911年に 

發表されたもの）la ambaŭの形をしばしば 

用いたとゆうのであるヵ;laをつけぬ方が

層いゝと今は考えているとゆうのである。ま 

ったくその通りであると思う〇 ambaŭは兩 

方共ふくめるための語故どうしても特定にな 

る。假にambaŭの中に特定の意味がない（云 

いかえれば不定なり）と考之るならばambaŭ 
はduと同一になるべきだがそんなことがな 

い。鳥が二羽（不定）飛んでいるとゆら時 

Ambaŭ birdoj flugas.とは云えない。そこで 

ambaŭ birdojといえばもう話ネにも聽者に 

も判っている特定の鳥でなければならぬこと 

になる。それでĉの文の正しいかたちは

La lastan jaron ambaŭ knabinoj mortis. 
となる。

答案を見るにambaŭの前のlaを除いた 

人は14人中6人であるが,その中理由の說 

明が腹眛のがーニある。LRについてふれた 

ものは1人もないがambaŭはĉiuj duの 

恵味だと說明した人が1人ある。この人は 

LRによってこの說明をしたのではないかと 

推測する。猶他に1人ザメンホフはMarta 
の中でla ambaŭとゆう形をつかっていると 

ゆうことをのべた人があった。（尤もその人 

はしRのambaŭの項は見ていないらしい。 

それで Martaの例からザメンホアはambaŭ 
に!aをつけるのを支持している樣に解釋し 

ているのは遺憾である。）

英語では"th the girisとゆう風な用法が 6 (282)



ある〇それをまねたのかどうかしらぬが16 
人の中で3人は!aをambaŭの次へ入れか 

えると回答している。他の3人は全く手をっ 

けていない。要するにこの問題を上の如き形 

に訂正したものは16人中3人である。

1.d. Sur fenestro kuŝas krajon〇・

krajonoは特定ではないが一つのkrajono 
（不定の）が橫になっているとゆう以卜・特定 

のfenestroでなければならない。どちらも 

不定では論理上ナ6かしなことになる。どこの 

窓の上にも鉛筆があるときまっているのなら 

兩方とも不定でよいのであるが窓のところに 

鉛筆があるとは限らぬのだから一方が年寺定と 

ならなければならぬ〇卽ちこれは木富は論理 

上の誤である。しかし普通は之を文法上の誤 

とするのである。文法からいって

前置詞+名詞+kuŝas +名詞

の結合の際前置詞の直後にくる名詞は常に冠 

詞をおかねばならないとゆうのではない。

詳しくいえは文法（gramatiko）と論理（lo
giko） とは別であるが,併し話學の場合•には 

何も論理の練習をやる必要がないのだから論 

理上の誤を同時に文法上の誤とよぶのである 

例えばかりに

Monto bolas.（山が沸騰する）

とゆう文があるとして，これは主話がmonto 
でbolasが述語で別に文法匕誤はない。しか 

し山が沸騰するとゆうようなことは論理上お 

かしい（擬人化したとすればいえぬこともな 

いかもしれぬが）。だからこの文は論理上誤 

だが文法上誤ではないといえる。

同樣にこゝに出した文もfenestroの前に 

laが來ないと論理上おかしいのであって文法 

上の問題でないともいえぬこともない力;,こ 

うゆう場仔文法の問題として取扱えばこれも 

亦文法上の誤といってあえて差支えない。こ 

ゝに出ている他の問題についても同樣のこと 

がいえるが特にこゝで說明しておく。

故にこの文は

Sur la fenestro kuŝas krajono.
が正しい。14箇の答案の中この形におなした 

のが1〇箇あった。後の4答案の中二つは原 

文に誤なしとし他の二つはfenestroとkra
jono の兩方にlaを附してI、る.

1.e・ しi estas plej diligenta studenta en 
nia kolegio・

plej diligentaは最上級であるからnia 
kolegioに於て最高の勉强家は一人あって唯 

一人なのだから特定とがる。だから定冠詞を 

つけるべきである。卽ち

Li estas la plej diligenta studento en nia 
kolegio.
が正しい。plej +形容詞があれば常にはがそ 

の前へ來るとみてよい。但しNejが副詞に 

かゝっている時は最上級でも冠詞をつけない 

それは冠詞はあくまでも名詞につくものであ 

って（上の文ではstudentoについている）形 

容詞につく （diligentaにつく）のではないの 

であって副詞の埸台は名詞が來ないのだから 

冠詞のつくべきものがないので冠詞をつけな 

いのがよい。（形容詞の次に名詞がない場合が 

あるが,それは名詞が省略されているとみて 

よい;）。しかしザメンホフは副詞の最上級の場 

合冠詞をつけたりつけなかったりしている。

この問題は14人・一人殘らず皆laを入れて 

いる。但し理由說明力:I ・分でないのもある。

1.f. Mi jam trovis mian ĉapelon; nun 
vi serĉu la vian.

これはEkzercaro §18の中の

Mi jam havas mian ĉapelon; nun serĉu 
vi nan.
を少し變形したのである。（Ekz.の形では文 

意が十分わかりかねるかと思って變えたので 

ある〇）

これは云う迄もなく !a vianのlaが不用 

なのである。こゝのvianはあなたのもの（こ 

ゝでは帽子）とゆう意である。この際ザメン 

ホフもEkz.の仞］でははっきりと冠詞をつけ 

てはいないのである。

同じ用例がEkzercaro §10にある。.卽ち 

Ne, vi eraras, sinわro: via pano estas 
malpli freŝa, ol mia.
このmiaの前にもlaはない。Ekz.の用 

例ではこの二つしかその例がないが二つとも 

冠詞がない。併し他のザメンホフの著作では 

冠詞を附加した例もないではないが,Ekz•に 

は冠詞のない形ばかりであるからザメン承フ 

の考えは冠詞のない形をpreferiされていた (283丿 7
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ことと思う。

筆者は之について文法學的にみて冠詞を加 

えない方がよいと考えている。それについて 

詳しいことは他の機會にゆずりたいと思うが 

簡單に云うとエスペラントに於てはmia, nia 
はあくまでも代名詞形容詞であって所有代名 

詞ではないとゆう立場からである。代名詞形 

容詞（又は代名詞の所有格）は英語のmy, 
yo-r等にあたるものであって所有代名詞と 

いえば英語ではmine, yours等をさすのであ 

る。ところでエスペラントでは英語のmy, 
yourにあたるmia, viaが あるが，英語の 

mine, yoursにあたる特別の形がないのであ 

る。（日本語にもこれにあたるものはない）。 

英語やフランス語ではかゝる所有代名詞があ 

るので英國やフランスのエス文法學者はエス 

ペラントにもこの所有代名詞をおきたいと思 

い無理にmia, via に冠詞をつけて!a mia, 
la viaとしてこの形を所有代名詞（posedpro- 
nomoj）とよんでいるがこんなことはエスペ 

ラントの木質をあやまるものと思う。

例えば Kalocsay-Waringhien の Plena 
Gramatiko de Esp.でもこの形をとっている。

Aymonier の Grammaire complete も同 

樣である。

この間題については14答案中9人はla 
を不要とし3人はlaをおいてよいと述べて 

いる。（殘りの2人は解答をしていない）。

g. Hodiaŭ estas dudeka tago de la 
marto.

これは正しくは

Hodiaŭ estas la "deka tago de marto. 
である。

dudeka tago （20日）は20番目のHであ 

る。第20番目といえば特定であるから，b 
を必要とする。すべて順序數の前へは大抵の 

場合laが來る。

Marto （三月）は药年あるが或年の三月と 

いえば特定なのだから冠詞をとるのが論理的 

に正しいと思う。例ばこのmartoの代り 

に日本語流にtria monatoをつかえば la 
dudeka tago de la tria monato とすべきであ 

る〇その點から考えてもmartoの前にlaを 

おく方がよいわけである。しかしザメンホフ 

はこの際冠詞をつけていない。Ekzercar〇の 

用例を示すと

Hodiaŭ estas la dudek-sepa （tago） de 
Marto.
となっている。卽ちMartoには冠詞がつい 

ていない。その代りに大文字で書いている。 

これは Januaro, Februaro, Marto 等の月の 

名はもと神の名であって固有名詞から變形し 

たものであり,固有名詞は原則として冠詞を 

とらないので,ザメンホフはこのヨーロッパ 

語の慣例のまゝにエスペラントの月名を大文 

字で書いて固冇名詞扱をしているのである。 

（それで乂冠詞をつけないのである）。

併し論理的にいえば月名も普通名詞（每年 

一月二月等があるのだから）であるから,小 

文字で書くべきであり,又特定の際はそれに 

冠詞をつける方が諭理的である。しかしエス 

ペラントの從來の横例では冠詞をつけていな 

い。併しこの頃は小文字でかく事が多くなっ 

て來た。本試驗ではこの慣例を重んじて

Hodiaŭ estas la dudeka tago de marto. 
とすればよいのである。答案も大SSこの通り 

であるヵ;,特にmartoの前の冠詞をのぞく 

說明についてはまちまちである。それを次に 

あげてみると

（A） 日付に於ては第何番目の日とゆう意味

で冠詞を附するが月名には一般に附せな 

い。 *

（B） 冠詞は日の前に置く。三月の前の冠詞

は從って不要。（筆者註:ーこんなことは 

云えない）。 ・ 备諱

（C） Marto （三月）は唯一無二故その必要

なし。（筆者註:一三月を唯一無二とは變 
である。）• 叮ぷ“」

（Ĉ）月の名には通常laを附せず……〇 

martoに冠詞を附さないことは上の（Ĉ）の 

解答が最もよいと思う。つまり從來の習慣に 

よるとlaを附けないのである。（論理的にい 

えば附けても誤ではないのである）。

1.ĝ. Tiuj ĉi birdoj soifas. Donu al 
birdoj akvon.

これは二つの文からなっている。前文によ 

って後の文のbirdojが特定であることを示 

したものであって,後の文のbirdojに冠詞を 



つけるべきは云う迄もないこと。この問題は 

皆出來ていた。一•番平易な問題であろう〇

1・ h・ しi batis mi 1 sur kapon.
厂私の頭を打った」とゆうのをエスペラン 

トでこういっ たいゝ方をする。batis mian 
kapon でもよい〇 batis a', mi la kapon とも 

云う。三者ともその意味は大體同じであるが 

nuancoのちがいはある。それはとにかくと 

して上の文でkaponのkapoは明かに特定 

の頭（つまりmia kapo故）であるから,冠 

詞を附けねばならない。卽ち正しい形は

Li batis min sur la kapon.
である。これも大抵出來ていた。が併しその 

理宙の說明が十分でない。

一人の答案では Li batis al mi la kapon. 
と文を訂正してあったが,問題には冠詞の用 

法の誤をたヾせとでゝいるので文全體の訂正 

でないのに,.態々al mi laに訂す必要がな 

い。乂こうかえたことによって多少のnuanco 
のちがいもおこる。上の三つの文の意味合の 

ちヵ:いはLi batis mian kapon.といえば彼 

の打った目標が mia kapoなのである。しi 
batis min sur la kapon.といえば彼は私を 

打ったのであってその打方たるや私の頭をめ 

がけて打下したといってよい。Li batis al 
mi la kapon.は彼が私を打ったのであって 

どこを打ったかといえば頭をうったのだとゆ 

う意味合である。

2- a. Ni iru al Tokion.
31という前置詞があってその前置詞が方向 

を示しているから次のTokioという名詞を 

目的格にする必要がない。Tokioを目的格に 

することはTokioへの方向卽ちal Tokio 
を;®味せしめるためである。然るに旣に前置 

詞alが存在するのであるからその上二重に 

Tokioを目的格にする必要がない。而して工 

スペラントに於て前置詞の次に來る名詞は主 

格であるのを原則とするのであるから,上文 

に於てはal TokioとTokioを主格にすべき 

であってal Tokionとしては文法匕誤であ 

る。この事についてはLR中でザメンホフが 

のべている。卽ち底書（第三增訂版’！ P. 48に

.・・ ekzemple ni diras «mi venas al la 
celo» （n3 «al la celon»）, ĉar «al» mem

jam montras direkton, sed • • •
とあり又同書P- 51にも

・・・ekzemple la prepozicio «al» ne povas 
unu fojon signifi direkton kaj alian fojon 
ne, tial ni post «al» ĉiam uzas la nomi- 
rati von ; sed …

とある。尙 P- 82 には Pri «al» anstataŭ 
akuzativoとゆう一項もある。

答案にはTokionのnをけずらずにa!を 

消した人もある。又兩方を示したものもある。 

14人の答案の中2人だけがその理由のとこ 

ろで誤った說明をしている。卽ちーつは厂東 

京の中へ行ったのでなく東京まで行く場合に 

はnは不要」としているが東京の中へ行くは 

en Tokionでal Tokionではない〇他の1 
つの答案には 厂固有名詞には目的格は不要」 

と書いているが誤であることは云う迄もない

2. b. Li havas multe da librojn.
この文でlibrojnはhavasの直接の目的沿 

ではない（mi havas librojnとゆう卩导は直接 

の口的語となっているわけである力;）のであ 

って havasは multeにかゝっているのであ 

り‘librojがdaとゆう前置詞にかゝってい 

るのである。それ故librojnはlibrojと主格 

にせなければ誤である。

このことは同じく LRのp. 72に出てい 

る。それを次に引用すれば

Egale bonaj ankaŭ estas la esprimoj 
«ni konas tiom homojn » kaj «mi konas 
tiom da homoj», sed ne bone estus diri 
«mi konas tiom da homojn», ĉar en la 
lasta esprimo la formo «homoj» de
pendas ne de la vorto « konas », sed de 
la prepozicio «da», kiu ne postulas la 
akuzativon ・
大部分刀答案はこの通り說明しているが二 

三の答案には變なのがあった。

たとえばniulte daを multajnとなおし 

これでないと誤とのべているがそんなことは 

ない〇 multe da libroj のタトに multajn librojn 
をおきこの二つの形を等しとするのはよいが 

どちらヵ、一方でないと誤とは云えない。（な 

おこの兩者のesprimojとしてはnuancoの 

上に多少のちがいがあるが,まず大5S同じ意 （285） 9
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味とみてよい。nuancoの相違についてはLR 
P. 82をみるとよV）〇 ・

又一つの答案にはmulte da libronと訂正 

しmulte daがあるから複數にする必要がな 

いといっているのは誤である。（この云い方 

で行けば名詞が複數形なら形容詞はĴを加え 

なくてもよいことになる）。

2- c. Hodiaŭ mi iris al la lemejo sen 
manĝi.

これはsen manĝoと訂Eすればよいので 

ある。それはsenは前置詞であって前置詞 

の直後には原則として名詞が來るべきであっ 

て動詞の不定法をおくの;まよくない。

これについては同じく LR p. 71（笫三版） 

に Pri infinitivo post verbo とゆうの力:あ 

る。これをよむとザメンホフがsenの次に 

動詞のinfinitivoをす6かぬ樣すゝめているこ 

とがわdゝる〇

但しsen manĝiの形は文法學者によって 

は誤としない。ザメンホフもLRでは上の如 

くすゝめながら自身次の如きsm+不定法の 

形の用例がある。

U tion ne povas sen elmeti sin al ia 
danĝero.

La suno neniam leviĝas s三n rigardi 
batalojn.

だからsenの次に不定法をおくことを誤とし 

ない文法家も相當ある〇 （Kalocsay-Waring- 
hicnの?lena Gramatikoもこの 立場 をと 

る。SAT版Plena Vortaroではむしろこの 

用法が必要だとすゝめて次の如くのべている

Kvankam la uzado ds sen antaŭ infini
tivo estas neofta, ĝi estas tute korekta, 
ĉar logika k utila. La kutima dirmaniero 
ne... ante ne es'as ĝuste samsenca, ĉar 
ĝi ne esprimas la neatenditecon aŭ la 
esceptecon de la foresto 
senにあたる英語のwithoutの後には勤詞 

が來ないようだがフランス語のsmsの後に 

は動詞C不定法为:どしどし用いられるqだか 

らフランス語を話す人々はエスペラントに於 

てもsenの次にinfinitivoをおきたがる。

だから上文はsen raa iĝiでも必しも誤と 

はいえないがザメンホフはLRではこの形を 

やめsen manĝo /0形をすゝめていると說明 

ナるのが隱當である。

答案をみるにsen manĝoとしたのが5人, 

ne manĝinteとなおしたのが2人である。ど 

ちらもよいがssn manĝoとしておく方がー 

府よい。（なるべく訂正が少い方力;答案として 

よいから。）タトにsen manĝinteとしたもの 

がĴ.人,nehavante la manĝaĵon としたのが 

1人ある。どちらも不可。尙!人sen manĝi, 
をそのまゝにしてlernejoの前のlaを削っ 

て「lernej〇は學ぶ所なる特定の意義を右す 

る場所なる故普通の埸合に於ては必要な 

し」といった口茶な說明を書いているのヵ:あ 

った。これは英語の習慣でgo to schoo!の 

時,每日通っている學校ハ行く時はschoo!の 

前に冠詞をおかないとツう規則を考えてエス 

ペラントのlernejoの询の冠詞を省いたもの 

と思う。しかし說明はこじつけの出解口であ 

る。エスペラントではかゝる際lemej〇の就 

の冠詞を省くとゆう規則はない。

2- ĉ. Li ne jam ploras・
これはしi jam ne ploras.とするのがよい〇 

その理由はneは打消す語の直前におくのが 

よいからである。こゝではneはporasを 

打消しているものでjamを打消しているの 

ではないから。そしてne jamと・neをjam 
の直前におくと未だの恵味になって意垛がち 

がってしまう。このことについてはザメンホ 

フはしRの中で少しふれている。卽ち同書 

p.13 （第三版）に jam ne と ne... plu と 

についての比咬をのべたものの中で

La esprimon «ne jam» （kiu signifas 
ion tute alian ol «jam ne»） mi tuts ne 
konslas uzi, cir ĝi povus kaŭzi mal
komprenigon ;anstataŭ ĝi mi konsilas 
uzi «ankoraŭ net»

とのべている。

卽ちne jamとすればneがjamを打消 

すのでankoraŭ neの意味になると うので 

ある。ザメンぶフはankoraŭ neの意味に 

ne jamを用いるのをすゝめないとゆうので 

ある。併し一頃ne jam力;ドイツ人等によっ 

てankoraŭ neの意味に始終用いられていた〇 

この問題に對する答案は大部分良好cあっ



た© 一人jam neをne . .pluの形でおき 

かえたのがあった。（この答案にはjam ne 
の形については何ともかいていない）。この 

ne... plu の形卽ち Li ne ploras plu.なる 

文もしi jam ne plorasも意味の方では何等 

のちがいがないからこれでも差支えはない。 

（但しne... pluとjam neと常に同一でな 

いことはLR r- 73に詳しくザメンホフカ;說 

明している。） 岡本好次

IV

常識非常識

問題 •

ザメンホフがEsperantoに譯した世 

界のいろいろの文學で單行本になって 

いるものを1（）册以上その原著者と表題 

をあげてください。 ・

〔注意〕原著者名は原語でもEsperanto流 

の綴りでもどちらでもよいが,表題はかな 

らずEsperanto名を書いてください。

解答

1) Shakespeare, Hamleto
2) Gogol, La Revizoro
3) Schill r, La Rabistoj
4) Moliere, Georgo Dandin
5) Goethe, Ifigenio en Taŭrido
6) Dickens, La Batalo de F Vivo
7)

8)

Orzeszko, Marta .
pleine, La Rabeno de Baĥaraĥ 
Ŝalom Alejĥem, La Gimnazio

9) Andersen^ Fabeloj I, II, III
10) —, Proverbaro Esperanta
11) -----, Malnova Testamento en

La Sankta Biblio

批評

出題,採黠ともに川崎委員。厂常識」の霍要 

性は他の科目にけっして劣るものでない。も 

し厂常識」を輕んずる人があるなら，その人 

の語學能力はその根底を缺き，その發展は望

まれぬ,なぜならその人はlingvoのspirito 
をつかもうとしないからである。RO 5月號 

模擬試瞼問題として「Espermntoの文章の模 

範として我々は胃隹の,そしてどんな作品をま 

ず硏究せねばならないでしょうか?本を1° 
ぐらい,表題と著者をあげてください。〔注 

意3 ......著者名は原語またはEsperanto綴
り,表題はかならずEsperanto名ノとゆうの 

をだしておいた。これを試みられた方はきっ 

とまずザメンホフの著書を調べられたことと 

思う。RO 4月號の試驗公占に參考書として 

指定しておいた厂ザメンホフ讀本」の終りに 

もあるし,學您の圖書目錄にだってある。も 

しこの模擬試驗問題を喷面目にやった方なら 

ば,試驗問題をみても僅くことはなかったと 

思う。しかるに成績は下に述べるように種々 

採點標準を考慮したにかかわらずきわめて不 

良であった。99-90點2名,89-80點なし 

79-70 點1名,69 60 點 3 名,59-50 點 6 
名であり,他の2名の方はその方のため特別 

に採點標準を硏究してみたがついに5〇點に 

達しなかった。

著書の册數のとりかたはAndersenを3 
册としても,8）を2册にするのももちろん 

よい〇 昔の Paris 出版の Genezo, Eliro,... 
と聖書を各單行木別に1册ずつにして册數を 

ふやす手を使われ・た方はなかった。こんなこ 

とのできる方なら,そんな手を使打ずとも!〇 

册以上平氣で書けるわけだ。著号名は認識し 

えられるかぎりよいことにした。例:Ifigenio, 
Rabistoj, La Sankta Biblio もよいことにし 

たが,Nova Testamento, Nova Biblio はい 

けない。Quo Vadis •が2名,これは娘のり 

ヂヤ ザメンホフ譯だ〇 Iliado, Dia Kome
dio, Mil kaj Unu Noktoj, Neĝblovado, Re
aperantoj などはどうせ他界文舉の大作だか 

ら,あるいはザメンホフが譯しているかもし 

れないとのヤマカンも交じっているかもしれ 

ぬ。知らなかったら,むしろなんにも書かな 

いほうがよい，せっかく完全にできている分 

までヤマカンかと疑われるから。Ezopoがあ 

ったのはAndersenもあるからこれもあるだ 

ろうとの想像であろうし,Venecia Komerc
isto はHamletoのおそえものだろち。たっ (287)1



た1例だが Kie estas Amo, tie estas Dio 
には試驗委員は恐縮した。

著者名は著書名よりさら、こ成績が惡い。原 

語でなくてよいのだから,Ŝekspir, Molierで 

結構。Morierは認めたが,將來の注意が必 

耍。Schekspierとゆうのはあの種々な綴り 

のある人だから,これを書かれた方は英文學 

の大家かもしれない。1名だけゴーゴルなど 

カタカナを用いられた。今度は認めておいた 

か要求されたどきにはその條件にあうように 

しなければいけない。Proverbaro, Biblioに 

は著者名は不用だが,厂モーゼその他の使徒」 

とゆうのが知った。もちろん減點はしない。

1人の fraŭlino は Vidvino Marta (スエ 

ーデンの女流作家と思いますが名前は覺えて 

居りません)とし,1人のfraŭlinoはpola 
verkistino とやられた〇 この Orzeszko 
(Ozeŝko)を知っていた方はほとんどなかっ 

たし 原語を正確に書かれた方もなかった。 

ただ1人Orzeczkoがあったが，この人はお 

しいことczのため100點にならなかった。

川崎直ー

V

要求に遠い會話の成績 

問題

1) Diru al mi koncize, Sinjoro, 
antaŭ kiom da jaroj vi komencis 
lerni Esperanton; ĉu vi partoprenis 
en kurso aŭ memlernis ?

2) Kiun libron vi uzis tiam ? (Diru 
al mi la nomon de Ia libro.)

3) Cu vi legas Esperantajn gazet
ojn nejapanajn ? *

4) Kiom da korespondantoj vi nun 
havas en kiuj landoj ?

5) Kiamaniere vi instruos la inter
paroladon en la kurso ?

6) Respondu al mi, kial oni ekzer
cas la interparoladon en la kurso.

12 (288) 7) Ĉu vi ne trovas ion kritikindan

en tiu ĉi ekzameno de instruista kapa
bleco ?

8) Mi opinias, ke la ekzameno 
estas nur formalaĵo・ (La ekzameno 
ne povas kontroli ĉiujn necesajn erojn 
de la kapableco; sekve oni ne povas 
garantii, ke la sukcesintoj en la ekza
meno, ĉiuj senescepte, taŭgas por 
kursgvidado en ĝiaj ĉiuj detaloj.) 
Diru al mi en kiaj direktoj vi uzos 
vian energion por antingi la veran 
indecon de la perfekta kursgvidanto.

批評

私p注意を最も引いたのは今度の受驗者が 
檢定寂約第二條後段にある厂髙缚試驗は初導 

講習指導に適する程度」と云う點を殆ど念頭 

に置いて居られなかった樣に見えた事である

私の考えでは此の「初等講習指導」と云う 

規定を守る限りマ般の場合の阿話とは異った 

意義內容を持った會話でなければならぬ〇然 

し全體力:此の私の考と餘程隔って居た爲その 

意味の採點は今回は斷念せざるを^^なかった

勿論この初等講習指專と云う目的の爲めに 

特に必耍な敎育を受けたEsp-istojは例外と 

云ってもよい實狀だから無理もない事であり 

更に殆ど自學口習で受驗の運びにまで達せら 

れた方々に對しては萬腔の敬意を表するに各 

かでないが，敢て御注意を促したい。

洗石に初めての高等試驗を受けようと云う 

だけに厂了解」の黠と「發晋」の點は例外的 

若干の場合を除いて臭い樣であった。但し發 

音の點は厂指導」の實地に當るには・脾の研 

上げを希望したい。日本人の〇, e兩音は任 

來無難とされては居るが,必ずしもそうでな 

い場合が相當ある〇無意識ではあるがtro 
vastaでaとの境が付きにくい爭がないで 

もない。子晋ではn!とnとが殆ど低別の 

付きにくいのを聞く。卽KiamかKianか 

miかniか明瞭でなく,又memがmenと 

しか聞えぬのがある。こう云う酣をなおざり 

にして置くと全部i音で了る代名詞胖が區別 

が付きにくいと云う樣な馬鹿氣た事になる虞 

がある。



厂調子」の點では幸い無暗に日本人翩扛のし 

た鼻持のならぬのが無くて何よりであった。 

然し全體としての調子の釣介い,個性の盛匕 

げ等に就いては一層の努力を望みたヾ、。

「質問」は單に了解するのみでなく,自分の 

腑に落ちぬ點は追及し分析する爭を練習する 

必要がある。これは初學者指導に當って是非 

必要な能力で,殊に學習渚が理解せぬ時,相 

手の身になって之を行う审が人變效果がある 

からである。

同樣厂質冏」に對する受驗者のうけ答は當 

然初學者に要求される樣な完全な攵體を重要 

視されねばならぬ。この點今同のは最初でも 

あり相當遺憾なのが多かった。凡てĝentila 
stiloは俄仕立では出來難く又到底板に付いた 

味が出る筈がない。これは是井とも學答の最 

初に當って叩き込まねばならぬ。それには先 

づ指導者自ら範を垂れねばならぬ。Jes, ne 
で投げやりにしたり,frazpartoだけで應答 

したのでは第一練習にならない。

この意味に於て所謂厂氣のきいた伯話」等 

はこの試驗では意味がない。

文法の黠では殆ど間違のない方が2人程臥 

ったのは紀;構であった。然し他面文法的缺黠 

!があ？ても必『しも悲霞に及ばない。何んと 

ノなれば往々文法忙缺點はその人のstiloが充 

分發逹していない爲に起る云わば厂會話の糸 

のもつれ」であって,これに留怠してそのも 

つれを解く積りで氣永く分析すれば口己の 

stiloも創り出せ意外の收穫をするものであ 

る。この意味で缺黠のある者が反って將來意 

外の大物になるかも知れぬのである。敢て勉 

强を希望する所以。 進畴爭太郞

• VI ゝ

正確な讀み方

問題

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj! Mi 
salutas vin, karaj samideanoj, fratoj

kaj fratinoj el la granda tutmonda 
homa familio, kiuj kunvenis el landoj 
proksimaj kaj malproksimaj, el la plej 
diversaj regnoj de la mondo, por frate 
premi al si reciproke la manojn pro 
la nomo cle granda ideo, kiu ĉiujn 
nin ligas. Mi salutas vin ankaŭ, glora 
lando Francujo kaj bela urbo Bulonjo- 
Sur-Maro, kiuj bonvole oferis gast
amon al nia kongreso. Mi esprimas 
ankaŭ koran dankon al tiuj personoj 
kaj institucioj en Parizo, kiuj ĉe mia 
trapaso tra tiu ĉi glora urbo esprimis 
sub mia adreso sian favoron por la 
afero Esperanto, nome al s-ro la mini
stro de la Publika Instruado, al la 
Urbestraro de Parizo, al la Franca 
Ligo de Instruado kaj al multaj diver
saj sciencaj eminentuloj.

批評

出題せられたのは川原委員であるが,人倉 

に出席せられなかったので,川崎委員が試驗 

を實施し採黠した。出所はザメンホフの第1 
冋萬國犬會での演說の最初の・節。RO 5月 

號の模擬試驗問題もザメンホフの演說であっ 

たから,受驗者にとっては意外のものではな 

かつたであろ•うし,おそらくすべての人々は 

一度は锻まれたことのあるものであろうと思 ,

う 〇 使った teksto は Mjbusz, Dokumentoj 
d? Esp., Berlin, 1921.厂だまって自分で讀ん 

でみてください。それから聲をだして讀んで 

いただきます」で始まつた。落ちついてゆっ 

くり1語1語正確に調んでゆけばよいのだ 

力:，sinjorinoj を sinjoroj としたり,kunvenis 
をkunvenasとや ったりする 誤りが 多かっ 

た。ĉe mia trapasoは數名の方々によって 

eĉ mia trapasoと讀まれた。'上のような誤 

りをせず,同じ箇所を2度もくりかえしたり 

せず,.全體を正確に誼んだのはorelojを職業 

とされているわずかに1名の力.だけであった 

のは殘念であった。 川崎直ー （289）13



小坂狷二

前置詞略解43XXVII Finis»

1.『前雄詞略解』も本號を以てやっと 

稿を了ることとなった。昭和11年1月 

に筆を起し,年を閱すること玆に3年と 

7ヶ月,『略解』もこうなると讀者諸君に 

も編輯先生にもまことに『厄介』の至りで 

あったかも知れない〇 Proverbaro Espe
ranta に日く:

Fino bona ĉio bona;
finiĝis malbona—des pli bone!

2 本稿は元々表題の如く簡略を旨と 

したため,後半から少しく引例を增加し 

たとは云え略解矢張リ略解である。｛II 
し弓］例は悉く Zamenhofの用例に據っ 

たものであるから，そのaŭtentikecoの 

姑だけは舉者須く御安心あってよろし 

ぎ，い〇

筆者幼年の頃から陸軍に在ってロシャ 

語を學ばされ,20歲（明治四十年）の時 

陸軍をやめたためあわてゝABCから英 

語を始めたのであるが,明治四十一年十 

月から翌年ハ月まで正則英語學校に齋藤 

秀三郞先生の講義を親しく肥:く幸を得 

た。當時先生は一週ハ時間New Higher 
English Lessons No. 3, a, b, c-1,c-2 
の四册（以下は未刊であった）で前置詞を 

講義せられ,筆者はひたすら感心し乍ら 

懸命にnotojをとったものである〇•敎科 

書（6號活字組）で四册計F數百頁であ 

14 （290）るから,これが講義錄であったら恐くは

四五千頁の料物であろう。此の前置詞講 

義に比すれば本稿わ如きは或は略解にも 

ならぬかも知れない〇 Esp.の現況に順 

應して出來るだけ引例も割愛し練習題も 

減らして簡易なる略解に止めることとし 

たのである。

3.嘗て日木エスペラント雄辯界の第 

一人者と云われた大家が此の十年程會合 

等にもー向颜出しもせられぬわけを尋ね 

た處『まことに失禮な云い分だが,日本 

の Esperantistoj の esprimoj は幼稚で・ 

貧弱なことお話にならない。千遍一律， 

變化のない,色彩のない單調な話をたど 

たどしく聞かされるのでは退屈して席に 

居るにたえないからだ』と完全に一木參 

らされた事がある。全く同氏の苦言の如 

く □本のEsperantistojは少しこの方【Ŭii 
にI心を用いねばならぬと^!、う。

何も修辭とか美交とか云うのではな 

い,・日常の話をもちっと變化あらしめ, 

氣のきいたものにする様に心掛けたい。 

それには語尾がどうの,かゝりが何のと 

云う樣な所謂文法と云う檻の中でまごっ 

いていては出來ぬ。前逍詞其他の助辭や 

動詞語法などelementoj de parolojの 

活用的硏究にひっかけて變化あるparol
tumoj, 語法云い方を心をとめて學び覺 

えることが肝要である。拙倚はそうした 

つもり总ものしているつもりである。手 

近い例で云えば,家が燃え上っていたを 

La domo estis （plene） brulanta としか 

云えぬ樣では困る。時には

La tuta domo estis en flamoj 
と云って欲しい。『奴喜んだのなんのっ 

て』はKiel li ĝojis !とのみでは物足ら 

ない〇 ゝ

* Li de ĝojo estis tute ekster si.



と云えば話が躍如とする。動詞haviの 

語法を硏究すれば『何には何がある,何 

の何は何々である』等はhaviで云える 
ことがわかり『彼女は口元がかわいらし 

い』はhaviを使って

Si havas ĉarman trajton de bus〇. 

と云える。又海水浴で『色が黑くなった』 

もしi nigriĝisは論外としてもLi estis 
sunbruligitaだけでは曲がなさすぎる。 

何でもない云い方の樣だが

Li ricevis malhelan koloron.
なる云い方はricevi, doni, meti, teni等 

のelementaj ve.bojの硏究をやってこ 

そ始めて云える藝當。『あたりは眞の闇』 

の『眞の』などはkutimaj adjektivojの 

硏究に俟てば

Ĉirkaŭ ni regis absoluta (aŭ densa) 
mallumo.

と云えるし,同樣に『シンとしていた』も 

regis absoluta (aŭ tomba, aŭ morta) 
silentoと云える〇又『激戰』はvarmega 
batalo,『大あくび』はoscedi larĝe.『し 

たゝかなぐる』はdoni solidajn batojn 
等々〇

此等の云い方は何も奇拔な云い方でも

特別な云い方でも何でもない。日常茶飯 

の間に用いられる最:も珍らしからぬ語法 

であって，fabelojの中にでもざらにこ

ろがっている例なのである。

4. 今日外國語,殊にEs ranto は

幼年時代から學ぶのではなく,又時間を

かけるわけにゆかぬのであるから，于供 

にかえって國語の樣に自然に學んで覺え 

込むわけにゆかぬ〇であるから最もefika
なmetodoとしては旣に物にして身にっ

けている 語との比較硏究, 眞の日本語

の語法を眞のEsp.の語法と結びつけて 

硏究するのが一番。それには平素Esp. 
を和譯するに當って所謂直譯は大の禁物 

であることは他の機會にも度々申した通 

り。直譯をしていては眞のEsp.の味は 

永久にさとれない。英語の敎授などでも 

昔はHow do you do ?をdoが二つあ 

るからと云って『如何に汝はなしなすか」 

He had hadを『持ったった』とやった 

ものだと云うが近來は中學でも直譯は御

法度になって來た•••・餘談が長くなって 

は閉講の辭が閉口の辭になりそう。こĥ 

らで擱筆。

亟

前

〔前號JEの練習3 .

次の諾文を和譯し,文中のjeの代りに他 

の適當な前置詞を入れなさい:

1. Li ĉiam forte tenas je sia opinio.
2. Je kio vi ridas ?
3. Li zorgas je nenio.

A

4. Si fariĝis soifa je amuzoj.
5. Li estas sufiĉe konvinkita (aŭ kon

vinkiĝis) je la neceso de lingvo internacia.
6. Li montris grandan intereson je la 

afero.
7. Per la tuta forto de siaj ambaŭ 

manoj la ŝiprompiĝulo tenis je la tabulo.

8. Post momento la virino ĉesis kan
teti, la pozon duon kuŝan t an ŝi ŝanĝis je 
pozo sida.

9. Vi tro multe kalkulas je la bonvoleco 
de la aliaj.

10. Mi ne estas kutima je tio.
11.Ili kontentiĝ is (aŭ estas kontentaj) je 

la nova kontrakto de laboroj.
12. Ili tenis sin reciproke je la manoj.
13. Tiu leĝo rilatas je la rajto de pose

dado.
14. Multaj suferas je beribero.
15. Ili devas honti je tia ago.

Mi gratulas vin je ia reveno el ¢291)15



eksterlando.
17. Mi ne pretendas je tia sciado.
18. La plej granda parto de la mondo 

tute ne interesas sin je tiu、& problemo.
19. Je honoro de tiu sanktulo tie estis 

kbnstruita granda templo.
2〇. La japanoj sin nutras je rizo.
21. Mi ĉiam finadis je vi.
22. La salono de danco estis ornamita 

je floraĵoj.
23. Multaj homoj respondas je tiu ĉi 

demando per «ne》・

24. Li gvidas sin je tre strangaj pensoj.
25. Tiu klopodo alproksimigus nian 

celon almenaŭ je unu paŝo.
26. Vi estas kulpa je tio.
27. Ŝi estas jam senigita je ĉiuj feliĉoj， 

de la vivo.
28. Ŝi puŝiĝis je la tablo tiel forte, ke 

ĉiuj teleroj kaj tasoj ekkrakis.
29. ，Si konfidas je li, kiel ŝi diris, plene 

kaj senkondiĉe.-
3〇, Je m;.a vorto 1 Tion mi ne diris!

16 (292)

〔同上解答〕〔3中は怡の代りに前置詞。

I. 彼はいつも自說を固執するCĉeĵ0
.2•何がおかしいんだ［pro〕。

3. 彼は無頓着だCpriĴo
4. 彼女は娛樂に渴して來たCaO〇

5. 彼は相當國際語の必要に納得がいった

6. その事に興味を寄せた〔pri］。

7. 建破した人は兩手のカー杯板にかじり 

ついていたCce;然しjeでも結構よいん

8. やがてその女は鼻唄をやめて,半ば臥 

した姿勢を起して坐った姿勢に代へたCen 
pozon sidan］〇

9. 君は他人の好意を當にしすぎる〔是は 

他に適冨な前置詞がない。强いて用いれば 

pri 又は sur,或は prikalkulas la bonecon...ĵo
• 10.僕はその事にはなれていない

II. 今度の勞働契約には滿足している

3〕。 .-
12.彼等はお互に手をつないでいた〔jeの

まゝでよし，代》,るならPerĵo

13. 此の法律は所有權に關したものだ

14. 脚氣を患う者が多い〔de〕。

15. そんな事をしたのを恥じねばならぬの 

だ 5〇〕。

16. 御歸朝を祝します.〔pro 乂はokaze
de］。 \

17. そんな知識があるなどと自負せぬ（知 

ったかぶりはせ・ぬ）CpriĴo
18. i比間の大部分は此の問題には興味を持 

たぬ（面白がらぬ）〇订。

19. その聖人を敬って大きな寺が建てられ 

た〔proj。

2〇.日木人は米を食って生きているCper30
21.いつもあなたを信じて來ていたCvin 

又はal vi〕。

萃.ダンスホールは花で飾られていた 

〔Per〕。

23. 多くの人は本問題にWと答える 

〔al； jeのまゝでよし〕。

24. 妙な考に操られている〔per又はlaŭ］。

25. この努力でせめて一步だけでも目的を 

近寄らせたことになろうCperĵo
26. それはお前のせいだ（お前力:惡いのだ） 

〔enが普通;priでもよし〕。

27. ・彼女はもう人生の幸jĵ畐をべすて巻われ 

たのだ〔de〕。

28. 彼女はひどくテエブルにぶつ力、ったの 

で皿小鉢力;ガチャリと鳴ったCjeのまゝでも 

よし又はĉeĵo
29. 彼女の云う所では彼女はーもニもなく

読全に無條件に）彼を信賴していたのだった 

CalĴo .一:黑厂酸り

3〇,滅相もない（おれの一莒にかけて=全 

くです,確かに）,そんな事はおれは云わぬ 

Cper 乂は proĵo .

〔四月號作文練習XX!解答〕

1. Mi transdonis al li vian donacon.
2. Li transkuris la straton 3 kuris . 

trans la straton）.
3. Li rigardis min trans la ŝultro.
4・ Ni rampis trans la muron ｛（iu trans-



野原休一氏小坂賞受賞記念講演

• 4月29 B大阪市中央公會堂で・

我々 □本 q Esperantistoj 〇 patro たる 

S-ro Ossakaを記忿するためにOssakaPre・ 
mioの設定されたとゆうことはお互いに非常 

に御同慶にたえないところでございますが多 

l:f齊々の我がII术のEsperantujoの申から, 

何を苦しんで丟ロの諸杵はこのsentaŭga 
maljunuloにその第1【可受賞の光榮を冒瀆せ 

しめられたかとゆうことは單に私一•個の大た 

る疑問とするところのみではなかろうと考え 

る次笫でございます。實はかくの如き思わざ 

る光菜を,而も甚だ'席らざるところの光榮に 

浴しまして,ここに皆樣の前に简い所に立つ 

とゆうことは,甚だお恥かしい次第で,それ 

を敢てするとゆうのは senharulo, senhon- 
tuloとならねばならない次第でございますが 

これについては委ロの皆樣において別に大な 

る御趣旨のあることと考えますので,この受 

貨の件についても,御辭退を小I:げもせず, 

また敢て厚顏にもここに立ったような次第で 

ございます。私の微をたる事業に對■しこの光 

榮をお酬い下されたとゆうことにつきまして 

私は支加の昔話をrememoriせざるを得ない 

のであります。よく人口に膾灸した詁でござ 

いますが,窗て一人の王様あり,弈常に良馬が 

お好きであった,或時地方に千甲・の馬あるこ 

とを聞き一人のvasaloを遣わし,离金をこれ 

に托してその良馬を買わしめたのであります 

然るに使者がその地に至ったときは,すでに 

その良馬が死んでおった,そこでやむを得ず 

その良馬の骨を使金に賄って歸った。王樣は 

この malsaĝa vasaloが無意義に鸽金を浪費 

したのを怒り,嚴罰を以てこれを處せんとし 

たのでちります。所が答えて□く,臣豈敢て 

陛下のvalora monoを浪孜するの愚をなさ 

んや。臣はこれによって陛下が良馬を愛し給 

うことのいかに切なるかを普ねく ノミ下に廣吿 

せんがためなり,と小したとゆうことでござ 

います：，旣にしてその嗷が果して遠近に傅わ

り,卉ねく犬に擴がり厂王の良馬を愛する 

の切なるや,曙•をすら萬金に代う,謂やvi
vanta bona ĉevaloをや」と爭って良馬を調 

練して.これをreĝa ĉevalejoに虫き來る, 

未だ按何ならずして千里の馬数頭至る〇 Ĉi 
tiun rakonton eĉ malgrandaj infanoj bone 
scias.惟うに我がEsperantoは申すまでもな 

くlingvoである。そのlingvoをいかに使川 

すべきかは各人の口山であります。而も今口 

の目卒卽ち所謂國民稱神總動貝めドにおける 

際こそこの國際語を沾用致しまして,我が日 

庄の國體の精華を普ねく洵外諸國人に知らし 

めるとゆうことは再人特に今日の日本のEs
perantisto たるものに課せられたる大いなる 

責務であり,そうして日本古典をエス譯する 

ことなども,その方法の一つであらねばなら 

ぬかと存じ,Ossaka-Prĉmioの委員の睹君は 

この點をお認めになり,この方面に走らんと 

する千里の駒の續々として出現せんことを希 

粱さるるの餘り--- 無論他の方血を走るとこ

ろの「里の馬は我がEsperantujoに儕々多士 

であります〇--- いわゆるmortinta ĉevaloの

骨にだもしかざる,誠に不完仝極まる微々た 

る私の事業に向って大いなる榮譽を苗せられ 

たことを信ずるのであDます。かくの如く信 

じて私は感謝■してこの菜譽を萱んで拜受する 

次笙でございます。

Do, bonvole ne riproĉu min kiel imperti
nentulo.

以上の7T桀を以て私の感謝を現わすところ 

の洁葉として御挨拶に代无る次第でございま 
す。 .\へ・. 囲%舅

私の事菜について何か絆•驗したことを話せ 

とゆう御命令を實は受けて托◎次第でありま 

すけれども,經驗と小しても失!!攵の經驗なら 

ばいやとゆう程澤山持っておりますが,成功 

の經驗としての皆樣の御參むになるようなこ 

とは,賢貳な時間を費やしてここに巾上げる 

だ'けの材料は持ちませんが故に,pff:以上のrr 
葉を以て御淸聽を汚がした次笫でございます

Koran dankon.（拍手）

（松逐勝崔速記）

rampis la muron).
5. Ĉu vi povas naĝi trans {an transnaĝi) 

la riveron ?
6・ Cu en la nebulo tie,

transe de la mar*

Kazusa aŭ Boo§u'a 
estas ĝi montar*  ?■ • b a • • •

7. I^a maljunulo ĵetis al mi [ati sur min) 
akran rigardon trans la okulvitroj.

(293)17



伊藤己酉三

和文エス譯研究會
7

うから後に廻して,次 

は厂眩しい」です。

F: blindiga al la 
okulojは如何でしょ 

う。

D: al la okuloj は 

蛇足のようです。bli- 
dige b ilaが本當では

指導者A氏

倉員B, C, D, E, Fの諸氏

A:早速始めましょう。最®:の問題は

彼等を乘せた自動車は間もなく熱海 

を右下に見下す崖の上を走っていた。靑 

い海は眩しすぎた。手の染りそうな白い 

波が渚に音もなく打寄せている。

で,ある小說の中の一部です。却々形容が難 

しいようですが,論文的なものと違つて或程 

度自由に譯して差支えないでしょう。しかし 

練習ですから,美文を作るよりは成町く原文 

に忠實に譯す積りでおやり下さい。先づ「彼 

等を乘せた」を願います。

C: kiu surportas ilin, en kiu ili sidas は 

どうでしょう。

E: ilin transportantaの方が簡潔でよさ

そうですが。

B: portiは何だか荷物でも運ぶようです 

から,veturi を使って,en kiu ili veturas 
とした方がよいと思います。

F: kiu veturas ilinではありませんか。

A : portiは人間にだって差支えはないん 

ですが.veturiの方がよいでしょう。veturi 
は人が乘物に乘って行く場合と,乘物が走る 

場合とに用いられます。例えばMi veturas 
per aŭtomobilo. La aŭtomobilo veturas. の 

ようにです。Fさんのkiu veturas ilinは 

vetiiriが自動詞ですから誤りで,kiu veturi
gas ilinとしなければなりません。そこで結

局此 「で］土 per (en) kiu ili veturis, kiu ilin 
veturigis, ilin veturiganta がよいわけです。

「罐Iはklifoでもkrutaĵoでもよろしい。 

klifoは特に海に臨む崖の場合に使われるの 

が普通です。「熱海を右下に見下す」は送との 

18 (294) 關係をどうするかによって種々になりましょ

ありませんか。

B: pafi okulojnは駄目でしょうか。

A: pafi okulojnは必ずしも眩しいとは限 

らないので,眼に付いたことを强く表すに使 

われるようです。esti blin igm brila又はbrili 
blindigeがよいでしょう。「手の染リそうな」 

も種々に譯されましょうが,「染める」はko
lori, farbi, tinkturiの何れがよいでしょう。

C:染めるのは單に着色するだけではな 

くて,色が取れないように着色することだと 

想、います。從ってkoloriよりはtinkturiの 

方が適當だと考えまます。

D:私はkoloriでよいと思います。それ 

は，成程染めるのは普通Cさんの御脫の通り 

色が取れないようにとゆう意味を含んでいる 

でしょうが，此の場合では單に手が白くなる 

或は手に白い色が付く位に考えてよいと思5 
のです。

A:種々御意見がありますが.koloriは 

kolo 〇から來て,一般に色を付ける。tinkturi 
はtinkturoから來たので，tinkturoは染色 

液です。昔は主に植物を搾った汁を用いて染 

色したので，それがtinktur 〇です。今は人 

工的に合成された染料が主ですが,何れにし 

ても色素の溶けた液がtinkturoです。tink
turi はtinkturoで色を付けること,farboは 

繪具で,farbiは繪具を塗ることです。

此の場合は考え方によるわけですが,私は 

koloriの方がよいと思います。Plena Vortaro 
ではkoloriとkolorigiを區別して，kolori 
は色を與える,色付けする,kolorigiは繪具 

を塗って彩色するの意味にしています。例え 

ば しa subiranta suno koloris la nubojn ruĝe. 
Ŝi kolorigis sian desegnaĵon blue kaj ruĝe. 
のようにです。しかし 實際は殆んど區別な 

しに使われ.ています。



最後は「打寄せる」です。

B: alfrapi, alplaŭdiでよいでしょう力ゝ〇

c:音もなくとあるので靜かに打寄せて 

いるのですからsin alportadi, alrampadiで 

は如何でしょう。

E： ĵetiĝadi,も惡くないかと思います。

A： plaŭdiは水力:音を立てるのですから 

音もなくと矛層する感があります。しかし 

sinalportadi は虑心しません〇 alfrapeti, ĵeti
ĝadi 或はruliĝadiなんかがよいでしょう。

では作文して頂きましょう。厂右下に見下 

す」をよくお考え下さい。

La a:tomobilo, en kiu ili veturis, tuj 
kuris sur kruta:〇, de kie vidiĝas Atami 
ma^upren kaj dekstren. La maro blua 
blindige brilis. Blankaj ondoj, kiuj nin 
supozi父as kolori nian manon, alfrapa- 
dis la marbordon sensone-

何處か御訂正なさる所はありませんか。

E : malsupren kaj dekstren の・n は不 

要ですね。 ・

I): kiuj supozigas nin kolori は少し變な 

ようですが〇 kiuj kvazaŭ kolorusとすれば 

よいかと思います。

ハ:最初から申しますと,sur krutaĵoの 

surをsuperとすべきでしょう。surを使 

うと自動車が崖の切立った面を走ることにな 

る;でしょう。supozigas nin koloriはDさ 

んの言われた通りです。sensoneは音なくに 

は違いありませんが,此の場台はsenbrueと 

かmallaŭte位に解釋した方がよいのではな 

・し、でしょうか〇

次は '

Baldaŭ la aŭtomobilo, en kiu ili 
veturis, estis kuranta sur la krutaĵo 
de kiu oni povas rigardi Atami sub・ 
dekstren. Verda maro estis tro blin- 
di/a. Blankaj ondoj, kiuj ŝajnas 
kolorigi homajn manojn, estas ĵetiĝ
anta； marbordon sen sono.

B： homaj nは要らないと思います。特に 

homojと限った事ではありませんから。それ 

からverdaはbluaの間違いですね。

C: marbordonはこのままでよいでしょ 

うヵ\。al marbordoとしなければならないか 

と思いますが。

A: al marbordo なら marbordon でもよ 

いわけです。sur la bordonとした方がもつ 

とよいでしょう。rigardiはrigardi malsup・ 
ren kaj dekstren kaj vidi Atami となるわ 

けで，そ扌しより 〇が povas vidi malsupre kaj 
dekstre la urbon Atamiの方がよいで しょ 

う〇厂あおい」はbluaとverdaの兩方に使われ 

るので茜だ不都合ですが,「靑」はbluaが普 

通です。ŝajnas kolorigi も kvazaŭ kolorigus 
の方がよろしい。 ・

Aŭtomobilo, en kiu ili veturis, post 
nelonge kuris sur klifo, de kie oni 
povas rigardi Atami dekstre kaj 
malsupre.

Blua maro estis tro blindige brila. 
Tiel blankaj ondoj, ke mano povus 
blankiĝi ĵetiĝadis senbrue sur mar
bordon.

これは可成優秀な出來です。rigardiをvidi 
とし,tiel blankaをondojの次に置く方が

よろしい。

Baldaŭ la aŭtomobilo, kiu veturigis 
ilin, kuris sur klifo, de kie oni mal
supren vidas Atami dekstren. La 
blua maro estis tro brilanta. Sen
sone alfrapis la bordon tiel blankaj 
ondoj, ke per tiuj oni kvazaŭ povus 
blankigi manojn- 7

malsuprenrigardi ならよいです ヵ; mal- 
suprenvidiはいけません〇 vidiは眺めるので 

はなくて目にうつることですから。

以上綜合すると次のような文が出來きます

Baldaŭ la ilin veturiganta aŭtora〇- 

b lo kuris super la krutaĵo, kie oni 
vidas la urbon Atami dektre kaj mal
supre. La blua maro bri egis blindige. 
Ondoj tiel blankaj, ke manoj kvazaŭ 
koloriĝus en ili, ĵetiĝadis senbrue sur 
la bordon・ （295）



次の問題は

郵更物を轉送してあげられるように, 

お着きになったらすぐお便りを下さい。 
で少し易し過ぎるかも知れません。

,郵便物」はpoŝtaĵo, r轉送」はtranssendi, 
「着く」はalveni, atingiと誰でもすぐ考えら 

れることです。

E:この場合は遠くへ行くのですからal
veni ではなくてaliriとなるんではありませ 

んか。 ・

A: alveniは殆んどatingiと同樣で，一 

定の所に到達することです。aliriは或所へ向 

けて行くことです。それではすぐ作文して頂 

きましょう。

Vonvole skrivu al mi, tuj kiam vi 
alvenis, por ke mi povu transsendi 
poŝtaĵojn al vi.

綴りの誤り力:目に河・きますが，外には。

F: alvenisと過去になっているのは變で 

すね。未來にすべきものでしょう。

A : 嚴密にはestos alvenintaですがalve^ 
nosで充分です。尤もこの樣な場合に過去形 

を使った先例もありますが,本になって出版 

されるもの必ずしも誤り無しとはされません

Komuniku tuj al mi, por mi povas 
transsendi poŝtaĵon al vi, se vi atingis・ 
は如何ですか。

B： seは間違いでしょう。假定ではない 

のですから。

I)： por ke ... —u ...が定石のようで 

すが。 *

A: porは前置詞ですからその次に名詞が 

來なければならないので,mi povas trans
sendi ・・・はfrazoですからそのまま前置詞 

を就くことはできません。それでpor tio, 
ke・.・の形にするわけです。por keの次の

成績發衣
a. 申し分のないもの。

b. 多少缺點はあるが仝般として勝れ 

たもの。

c. 致命的な誤謬はないがbに劣る
* ' ■,もの。

e.缺點の町成り目立つもの。

動詞は命令形をとるのが定石ですから忘れな 

いように。* •

komunikiは知らせるで,informiと似てい 

ます〇單にkomunikuだけでは何をkomu
niki するのかわかりません。skribiは且的 

語がなけれは手紙を書くことにきまっている 

ので,單にskribuとあれば便りを吳れとゆ 

う意味Iこなります。又tujの前のkomoは 

tujの次に置かなければなりません。何故な 

らばtuj (tiam), kiam… となるのですから。 

次は

Skribu al mi la adreson, tuj post 
kiam vi alvenos tien, per kiu mi 
povos transdoni la poŝtaĵojn al vi.

この per kiu の kiu は adreso を受けて 

いるようですが,あまり罐れ過ぎています。 

又perはlaŭ 0方がよいでしょう。この文 

は厂お着きになったら郵便物を轉送する宛所 

を知らせてくれ」の意味になり,少し原文か 

ら離れます。

Bonvole skribu tuj post via alveno, 
por ke mi povu transsendi postaĵon 
al vi.

まず之が一番よい出來でしょう。poŝtaĵo 
は複數にした方がよろしい。Postaĵoとする 

と厂お尻」の意味になりますからハをお忘れ 

ないように。

Skribu al mi tuj post via alveno, 
por ke mi povu transsendi al vi 
poŝtaĵojn.
とするのが無難でしょう。

これで今日は終りますが，この次までに 

Zamenhof譯の“ La Revizoro "でも繰返え 

しお讀みになって御覽なさい。種々の言廻し 

方が會得されることと思います。

d.尙多少研究を狼するもの。

名前の載らないものは允分エス交の構 

成に就て硏究を耍す。

Ab・ Adepto de hebreo, Drakokulo.
• c. Vaporo, 〇・h,紗那子，Y・ M.,綠 

星子,Toa, Masao,ミ ノ a, M. Inaba, Konisi- 
Norio, Seiiti, TIMUR,ババヤソマツ.

Tonĉju, S. Todoroki.山石木三,プロ 



シオン,井手尾元治,加藤桶之助,Koi cjo, 
Yama-R.,板橋啟吉,Ueda-Masao,鐘紡子, 

R・i主・

d. Junulo,空美子,Akio,河村義三,增田 

Ba・ Teruo
• b・ 村上優而,トト,Tondro,ミミ,齋 

藤實,佐々木久子

c. Barono Don, Fuĵita,マサハジメ,forĝ
isto, K.K.,秀樹狂子,イマヰヒデオ,ORUGA, 
Aĉulo,彫星,T. Kobajaŝi,井上甞三,星尾

d・ Ŝoji,金魚,Nova Royo, Celo,中宝槐, 

釋專意,柚木武史,G. H., Klorofilanto,永江 

淸

新課題9月號發表

A.突然聲が私を空想の世界から現 

實の世界へ呼返えした。ドアが開いてい 

て,そこに立っていたのは昨日の若い女 

であったが,驚いたことには赤坊を抱い 

ていた。

B.大至急で仕度をして下さい。さも 

ないと6時の汽車に間に合わないかも知 

れないんです。

規定 制限:A, Bいずれか一方を揮んで 

應募すること。（兩力へ應募したばあ 

いはAの分を無効にする）。

氏名:誌上での匿名は自由であるが,说稿に 

は,必ず住所氏名明記のこと。

用紙:ノ、力'キまたはハガキと同じ型の紙。 

締切:7月5日着便。 、

宛名:學會內厂和文エス譯」係。

（廣吿）

動く學習器

「ラーナー」値下げ

普及型出來

力一ド100枚（1200語分）添付

新定價45錢,送料7個まで1〇錢 

普及型（力一ド35枚添付）

定價35錢,送料口個まで10錢 

補充カードー鹵40枚（480語分）

定價1C錢,送料22函まで1〇錢 

——學倉取次——

Kawasaki-N

Interjekcioj ĉe Zamenhof
Kiel Zamenhof " traduki Vla interjekciojn 

de la originalaj tekstoj ?
1 Sensange. Ekz.1方a〉ba Mart 16Q-

10.
2. Tradukas. Ekz.: Ba! ba />Nu, nu 1

Mart 155-19. Eh 勿e兀〉Nu, bone ! Dand 
45-28. :.

3. Neniam uzis a, ab, 〇, oh. Ekz.: A 1 
〉Ha Rev 5-22. Ah ! ah />Ha, ha! Dand 
45-9;力み〉Ha Rev 12-11・ 0>H0 Kabi 
6-6 ; 〇>Ho Rev 7-12. Oh Z>Ho Dand 
23-7; 〇, oĥ, ĥ^-ho-ĥ ；>Ho, h^, ho. Rev 
18-29. Laŭ Wŭster aĥ Dua 4〇,

4・ Eh troviĝas・ Ekz.: Eわ〉Eh Rev 6- 
22; E〉Eh Rev 53-25. Sed rimarku: Eh! 
〉Ho Dand 43-19.

（贋吿）

事務員募集

下記のとうり事務員を募集します。お 

知合の方を御紹介ください。

1. 性,年齡=なるべく婦人,22歳乃至26 
歲くらいのあいだ。

2. 資格=女學校卒業程度,エスペラント 

は知っていなくてもよろしい。事務の經驗あ 

らば特に結構。

3・仕事=事務一般（會計耀記入,瓮費簿 

整理,注文品發送等）。

4. 勤め=朝8時から午後5時まで。（冬 

は朝夕とも1時間ずっくりさげ）。

5. 報酬=月30圓前後（正確な數字は, 

あったうえで,とりきめ）。

希望者は,主事あて,至急履歷書をお送り 

ください。

財團法人エスペラント學命 
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Mallongig让a historio de Hungarujo
Dr. MARCZELL Aŭgusto

■

La XIX. jarcenta liberalismo kaj materialismo plenigis tutan Eŭropon kaj 
kondukis ĝin je la komenco de la XX. jarcento al la terura milito kaj al la 
plej malsukcesintaj packontraktoj.

La rezulto estis la ekflamigo de tiu sento, kiu ekskuis la naciojn tiel 
intense, kiel ankoraŭ neniam. La nacionalismo, la pranacionala sento superŝutis 
la kontinenton kaj apenaŭ estas loko en Eŭropo, kie oni ne serĉus la avojn, 
praavojn kaj ne serĉus la parencojn, intertempe la parencon de la nacioj.

Tiel ĉi ekkomenciĝis inter ni—inter hungaroj—la turanismo :la emo de 
la alproksimiĝado al la ura卜a tajaj popoloj.

Dĵcas do, ke ni, ural-altajaj popoloj interkonatiĝu, ke ni, turanoj, konu 
unu la alian.

ĉi tiel ricevis mi la karan taskon: konigi nian hungaran historion ĉe niaj 
plej malproksimaj parencoj, ĉe la japanoj.

Karaj niaj parencoj, aŭdu aŭ rekte legu la mallongigitan historion de la 
hungara popolo, de la hungararo, de popolo loĝanta, baraktanta, luktanta 
malproksime de vi •..

La prahistorio de la hungaroj perdiĝas en la mondo de la mitoj •…
..• Vivis iam iu tre fama, tre granda, tre konata ĉasisto: Nimrodo.. • 

Li havis du filojn: Hunoron kaj Magoron. 督

La du filoj iam kun sia akompanantaro, kun siaj eskortoj dum ĉasado 
renkontis kaj poste pelis, peladis mircervon, blankan cervon . •. Tiu ĉi cervo 
jen aperis, jen malaperis antaŭ ili kaj logis, allogis ilin ĉiam, ĉiam mal- 
proksimen de la hejmo de la filoj, kaj la fratoj dum la cervopelado erarvagis 
…Intertempe anstataŭ la cervo sub辻e aŭ hazarde la ĉasantoj ektrovis la du 
filinojn de la reĝo de la alanoj, de Dulao;la du fratoj kaj ilia akompanantaro 
elrabis la filinojn kaj ŝiajn akompanantajn korteganinojn • • • De ili devenas 
la du nacioj:la hunnoj kaj la magyaroj.

Jen la mito, jen la legendo •… •-
Sed kion diras la scienco kaj kion la historio ?
La scienco diras … ヽ ・ 縮璽

22 (298) Estis en la pratempo ia ural-altaja prapopolo kaj de tiuj ĉi devenas:



samojeda

de la urala popolo

finna-ugra

finna
finna, estona, tseremiza, 
mordvina, lappa, votjaka, 

zŭrjena

ugra
vogula, onogura
ostjaka

de la altaja popolo

okcidentaj-orientaj 
turkoj

baskira, ongura( sabira),
tsuvasa,

unugura (hungara), 
bulgara .

hetumogera (magyara)

mongolaj, 
mandsukoajr 

----------ĉinaj, 
himna japanaj

avara

turka
, 1, ハ— ・

kabaroj, besenioj.
kazaroj uzaj

kunaj
popoloj.

La hungara historio dividigas :
Kaj la historio diras.

I. La tempo de la migrado, de la patrujokupado kaj
de Ia aventurado post Kristo -1001.

n. La tempo de la reĝoj devenantaj de la Arpada
familio 1001-1301.

iii. I七 tempo de la reĝoj devenantaj de la diversaj
familioj 1301-1526.

IV. La tempo de la reĝoj devenantaj de la Habsburga
fami io . 1526-ĝis nun

1. Li tempo de la turka okupado kaj de la re-
formacio 1526-1606.

2. La tempo de la militoj pro la konstitucio kaj
pro la religia libereco 1606-171!・

3. La tempo de la plifortigado de la reĝa potenco 1711-1825・
4. La tempo de la klopodoj al la nacia memstareco 1825-ĝis nun

La tero, kiun nun posedas la hungaroj—la ebenajo ĉirkaŭita de la 
Karpatoj—antaŭ la hungaroj havis multe da posedantoj ・ •.

Okcidente:la keltoj, la pannonoj—en la montaroj: karpoj, sur la ebenaĵo; 
jazigoj, agtirzoj, getoj,—oriente:—en la postea Transsylvanio: dakoj; kaj 
poste—same en okcidenta kaj en orienta parto de la nomita lando—la latino, 
la popolo de la imperio Roma okupadis- (299) 23



Tiu ĉi tempo, la tempo de la roma imperio estis en la pratempo la plej 
valora. La memoraĵoj, la relikvoj, la antikvaĵoj de la romana popolo estas 
nun la plej belaj memoroj kaj trezoroj. Urbaj, banejaj, ruinaj aj, amfiteatraj 
kaj aliaj rrtemoraĵoj, sarkofagoj, kolonoj, monoj, medaloj, domaj iloj ktp. parolas 
senĉese kaj ĉie pri tiu ĉi tempo. • • 皿.

Sed la roman imperton detruis la popoloj pelitaj de la hunnoj, de la unua 
ondo de la orienta popolmaro.

Poste Attila—reĝo de la himnoj (434-453)—regis de la fluo : Rajnao ĝis 
la fluego : Volga. La centro de la imperio estis en Ia nuna Hungarujo; post 
la disfalo de la hunna potenco baldaŭ ankaŭ mem la roma imperio disfalis.

Apenaŭ ordigis iomete okcidenta Eŭropo,—en Mezeŭropo tie, kie post la 
hunnoj la orientaj gotoj kaj la gepidoj loĝis, aperis la alia turana popolo :la 
avara. La avaroj regis ĉirkaŭ de 1a VI. jarcento ĝis la fino de la VIII.■ 
jarcento.—Tiun Ci avaran potencon venkis kaj disbatis la frankoj dum okjara 
milito sub la regado de la franka re女〇 : Karlo, la granda (768-814)・

Post la disfalo de la avara potenco en la tero ĉirkaŭita de la Karpatoj, 
patrujon serĉis germanaj, kaj slavaj gentoj・ しa novaj popoloj malpaciĝante 
vivis tie, sed tamen sen vera milito ĝis la disfalo de la okcidenteŭropa 
Karolinga regimo, ĝis la fino de la IX. jarcento. Tiam aperis la hungaroj・

♦

La hungaroj en la X. jarcento.

Tiu ĉi popolo, kiu antaŭe disĵetite laŭ la laŭgenta libereco vivadis, sep 
gentojn havis kaj tiel vagadis en la orienteŭropa ebenaĵo. Ke la forto de la 
gentoj plifortiĝu: en Etelkoz (Atelkozu)—en mezo de la fluoj Atil, Don, 
Dnjeper—la ĉefoj de la gentoj elektis princon kaj faris packontrakton- La 
gentoj estis : Nyek, Megyer, Kurt, Gyarmat, Gyenah, Kara, Kaza. Al tiuj ĉi 
aliĝis poste la oka gento, la Kabara—La estroj de la gentoj estis: Al mos； 
Elod, Kond, Ond, Tas, Huba kaj Tdhotom.—Tiam ili faris la kontrakton, ĉiu 
tranĉis sian brakon, la sangon elfluigis en pokalon kaj por fortigado de la 
kontrakto ili ĉiuj trinkis el la sango kaj elektis princo filon de Atmos : Arpadon<

Laŭ la kontrakto oni ordonis: • •、厂

1. Ĝis la familio de la princo : Arpado vivos, oni devas elekti la princon 
el lia fami io.

2. El la posedajo komune akirita, ĉiu havu sian parton.
3. La princo neniun eksigu el la konsilantaro de la princo, nek el la■

24 (300) kontraktokreintoj, nek el iliaj posteuloj.



4. Kiu inter la princo kaj la popolo konflikton kaŭzos, ties sango ek versi；, u-
5. Se la princo ne tenas la punktojn de la kontrakto : estu malbenita・
• • • La novaperinta popolo post malfacilaj kaj heroaj bataloj okupis la 

teron kaj poste dum unu jarcento maltrankviligis Okcidenteŭropon per siaj 
aventuradoj. Kaj la tiam disfalinta Eŭropo preĝis kaj prelegis : De la sagoj 
hungaraj liberigu nin Disinjoro !" "

Intertempe la hungaroj ekkonis la kristanan religion, la eŭropan ŝtatordon 
kaj ekvidis, ke—se ili volas vivi kaj resti en Mezeŭropo—tiam ili devas? 
kristaniĝi, kaj devas sian ŝtatordon akordigi kun la eŭropana ŝtatordo.

Unue princo Gejza (972-997), poste lia filo Vajk (697-1001). ankaŭ kristanĝis 
kaj poste tiu ĉi regadis kiel reĝo: I. Sankta Stefano (1001-1038), kaj ili» 
kristanigis la tutan popolon.

La hungara reglando 
dum Ia XI.—XIII. jarcentoj.

Gejza, la patro de Sankta 
riĉa por oferi dudirekten M—la 
K risto—samte mpe bravulo kaj 
radikigis en la t eron akiritan,
kaj inter la popolo konflikton kaŭzas, ties sango ek verŝiĝu! kun etika 

Stefano estis ankoraŭ fiera, ke li "estas tre 
filo : Sankta Stefano estiĝis fidanta animulo de 
heroo. Kronon li akiris al si, la popolon sian 
Sur la bazo de la leĝo : " Kiu inter la princo 

nimbuso de Ia sankta Patro kaj Papo : Silvestro la II., de la tera gubernatoro 
de Kristo kaj per la soldata 1 helpo de la germanaj reprezentantoj de la 
kristanismo : fundamenton donis li politikan, religian, militaferan, ekonomian 
kaj juĝservadan al la hungararo inter la germana maro kaj ia azia paganismo.

Sankta Stefano ĉesigis tiel ĉi ankaŭ la praorganismon de la hungara 
popolo kaj anstataŭ tio li donis novan, laŭ la individua eminenteco kaj laŭ 
la bazo ds kapableco pro tio, ke al la servado de la hungara komunumo povu 
starigi ĉiujn, ĉiujn taŭgajn sur la tero dibenita, en mezo de Eŭropo.

Per ĉi tio la hungararo definitive kunligigis kun la okcidenta kaj mez- 
eŭropa, centralizanta organismo kaj finfine disiĝis de la orienta kristanismo.

Sed la mezeŭropa, germana cezarismo (imperio) plifortiĝinta intertempe 
atakis la hungararon. La hungaroj—sur la tero, kreita ankaŭ de la Dio 
unueca—per sia koncentrita forto, per la potenco de la rego defendis sian 
memstarecon, sian suverenitecon. Eĉ kontraŭstaris al la atakoj de la besenyooj, 
de la kunoj el oriento atakintaj. Reĝoj: Ladislao Sankta (1077-1095) kaj 
Kolomano (1095-1116) plifortigis tre feliĉe la ordonojn de la unua sankta reĝo 
kaj la hungara popolo savi女is. Intertempe la krucmilitoj (bataloj pro la tero, (301)25 



kie Jesuo Kristo vivis) kaj la hungaraj tronheredantaj bataloj faris ekster・ 
ordinarajn malhelpaĵojn. La suda, rekte sudorienta bizantina imperio okupadis 
en Hungarujo, reĝojn detronigis tie, sed la fundamentoj de la ŝtato estis fortaj 
kaj la danĝero denove forigis. Poste Andreo, la II. en la orabulo donis 
statuton, konstitucion al la hungararo (1222), sed Dio decidis. Novan atakon 
devis travivi la popolo. El oriento alvenis la tataroj, parencaj popoloj, sed jam 
tiam en animo kaj kutimoj malproksime starantaj de la hungararo, kiuj tute 
detruis Hungarujon.

Belao (Adalberto), la IV. denove organizis la landon, eĉ poste venkinte 
Ottokaron, reĝon de Bohemio, per hungara forto faris ordonon en Mezeŭropo 
(1278).*  ;萼ヽ' * … J

-----Daŭrigota------

原 稿 募 集

1. 厂大倉規約」案に對する执評

4月29日の大會に提出された進藤靜太郎 

氏案厂大會規約」は，各地方會にとって,ほ 

とんど死活の問題であるにかかわらず,これ 

に對する地方會の代表的意見らしいものは述 

べられず,出席者約150人のうち,反對者13, 
賛成者25,他の100人あまりは，反對でもな 

く，賛成でもないとゆう■まことに未曾冇の 

indiferentecoのうちに.委員附托となった〇 

委員會では,目下さかんに討議しているよう 

であるが,これに協力的示唆をあたえるとゆ 

う意味での意見を述べていただきたい。

特に地方會の意見を歡迎します。

參照:本誌 66-67 p., lli p.,149 p., 235- 
236 p., 240-241 p. •
締切:C第1回）6月25日。

紙數:400字詰原稿紙枚4以內。

2. 大陸における首•語の問題

滿州國,中國等，大陸經營のうえにおける 

言語の問題を,エスペランティストの角度か 

ら論じていただきたい。かならずしも,エス 

ペラントを,これにむすびつける必要はない 

—東洋の新い、文化の建設に對する協力と 

ゆう立場から，エスペランティストの精神，

エスペランティストの體.驗を基礎として，間 

題をとりあっかっていただければよい。

締切:7月20日

紙數:400字詰原稿紙4枚以內くただしそ 

の內容によっては,あらためて,くわしく書 

きあらためていただくばあいがある）〇

3. 戰爭文學の歸澤

この事變がはじまってのち,多くのすぐれ 

た戰爭文學があらわれている。

それらの飜譯を。もちろん拔萃で紀滞。' 

締切:7月20日

長さ:2,000 vortoj （原文&000字程度）以 

內。

注意:Originaloの名まえと,その文章の 

出ているペイジを書きそえること。

4. 日本文化の紹介記事

原作でも飜譯でもよい。原作のばあいは， 

執筆者の專門のものにかぎり,飜譯のばあい 

は，原文を添えること。

締切:7月31日

長さ:6,000 vortoj 以內.. •

宛名:財團法人日本エスペラント學會 
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Streĉita Marŝo
El uLa Tero kaj Soldatojn —

ヽ HINO-Asihei

(Al mia frato Fungĉingĉen, la 9-an de novembro,1937.)

Ankoraŭ mi ne mortis. Ankoraŭfoje mi povas skribi al vi・ しa murojn 
de tiu ĉi domo trafas kugloj sencese de iom pli frue. Ili ne trapasas, ĉar la 
muroj estas dikaj・ Malforta estas la lumo de kandelo・ しa soldatoj ĝis iom 
antaŭe skribadis aŭ taglibron aŭ leterojn, sed ĉar ili estas lacaj, ili endormis 
kuŝante unu sur la alia sur pajlo ŝutita en malvasta spaco. La soldatoj neniam 
forgesas skribi taglibron, kiom ajn ili estas ellacigitaj・ Tio estas de emocio 
pro ke ili ankoraŭ hodiaŭ ĝisvivas, kaj ĉar ili ne povas atendi morgaŭon. 
Ankoraŭ iu sola absorbite ion skribas kuŝanta sur sia ventro en la angulo. 
Endormiĝu tuj, morgaŭ ni havos batalon, mi diris, al tiu, kiu tiam turnis sian 
vizaĝon al mi, ridetis en la mallumeto, kaj diris, kaporalo, vi mem devas dormi. 
Li estas supera soldato Nakagawa.

Koncize.
La &an< 由. .
Enviciĝo je la 4-a posttagmeze・ Ekiro, marŝo・ Unufoje ni pren:s la ĉefan 

vojon, sed tuj iris sur vojeton en rizkampoj en la dekstra flanko, kiu estis 
terura vojo. La mallarĝa vojeto serpentumanta inter la kampoj estas knedita 
per trupo, kiu pli frue pasis sur ĝi post pluvo. La ŝuoj enŝoviĝas kaj estas 
malfacile eltiri, ie staras akvo kaj oni glitas, estas tiel malfacile por paŝadi, 
ke pro tio ni farigas nervozaj. Tamen pli embarasa estas la pezo de la dorso
sako. Ni metis florojn de krizantemo sur la dorsosako, serĉante, ke tio estas 
deca ornamo por la mil让isto, sed ni ne estas tiel senkompare fortaj kaj 
kuraĝaj kiel la malnovaj kavaliroj. Ni baldaŭ eksuferis pro tiu ĉi dorsosako 
kun floroj・ しa dorsosako plenplena' de detalaĵoj kaj la kugloj alpremegas sur 
la ŝultrojn, la portrimenoj enmordas en la ŝultrojn, premas la bruston, kiu tuj 
sufokiĝas. Ni soifis kaj avide trinkis la akvon el la botelo. La akvo tre 
baldaŭ elĉerpiĝis. Ŝvito kiel el fonto fluis sur la vizaĝo kaj trempis la tutan 
korpon. Ni iras tra rizkampo, bambuaro, morusarbejo, kaj kampvo*eton  inter 
punktantaj vilaĝetoj. Iam kaj iam alflugas erariraj kugloj, de kie oni ne povas 
sciigi. Domo estas brulanta kun tiaj krakoj, kvazaŭ oni pafus kuglojn. En 
rizkampo vaste restas postsigno de paso de veturila trupo aŭ simila. La (303):



paGlo komencis mordi la sultron. Mi tiel ellacigis, ke eĉ paroli mi malemis. 
Ce ĉiu paŭzo mi fale kuŝas sur la dorso ne elektante lokon. Mi tute ne timas, 
ke mi estos malpurigita. Al mi ŝajnas pli kaj pli longa la tempo inter paŭzoj. 
Estas vigla ulo, kiu aŭ ibn eldiras aŭ alparolas, kio faras al mi netolereblan 
匚enon. Fine mi incitiĝis kontraŭ la ulo, kiu alparolas. La kapo ekdoloris- 
Persiston, persiston, mi ordonas al mi. Estas flueto ie, kie ni havis paŭzon. 
Estas malpura akvo. Mi ĉerpis ĝin en la botelon kaj trinkas metante en ĝin 
akvopurigilon. Kaj poste mi englutas kvin pilolojn da kreozoto. Tamen fine 
mi sentis Renon meti purigilo n en la akvon kaj gluti kreozoton. Mi trinkis 
la malpuran akvon krudan. En Sunglinĉen mi trovis, ke en mia eks
kremento miksiĝas sango, kaj mi tial sentis maltrankvilon, supozante, ke 
mi difektis al mi la ventron, sed ĉe tio mi sentis nenion malordan. Nur 
aliflanke, Ja brusto suferas kaj la gorĝo soifas. Ni fine forĵetis en rizkampo, 
kie ni havis paŭzon, el la dorsosako konservujojn, biskviton, rizon, uz辻an 
cemizon kaj ĉion alian krom armiloj, kugloj kaj similaj. En momento estiĝis 
en la rizkampo amasego da forĵetaĵoj. Ni estas jam suferantaj, kaj se ni 
kunportos ilin, ni pensis, tiam ni ne povos eviti fali. Komencis vesperiĝi, kaj 

HINO-Asihei

(plumnomo de Tamai-Kstunori), nun plej 
prosperanta verkisto, estis, antaŭ la ĉina 
afero, amatoro, kiu apartenis al grupo de 
literaturamantoj en la distrikto de la norda 
Kyŭsyŭ.

Per novelo kun iom eksterordinara titolo 
"IIunnyolan" (Rakonto pri ekskremento 
kaj urino), kiun li publikis en u Bungei 
Kaigi la orgno de la grupo, li gajnis 
Akutagavva-Premion, la plej faman litera
turan premion en Japanujo. Kiam ĝia 
komisicno decidis premii lin por 1937, li 
estis en la ĉina kampo, kiel kaporalo. En 
1938 li skribis en " Kaizo ", politik-kultura 
gazeto, raportaĵon " Hordeo kaj soldatoj 'こ 
kiu vekis tiel grandan sensacion, ke, kiam 
ĝi poste aperis en libra formo, de ĝi vendiĝis 
tuj kelkcent mil ekzempleroj. Sekvis ĝin, 
"La tero kaj saldatoj ヽ unue publikita sur 
literatura gazeto " Bungci-Syunzyŭ", kaj

poste eldonita en broŝuro, d己!a eldonejo 
de " Kaizo ", kaj “ Floroj kaj soldatoj ”, 
nun serie presata sur la tagĵurnaloj Tokio 
Asahi M kaj “ Osaka Asahi Kvankam 
11 Hordeon aperis la unua, tamen laŭ la 
enhavoj, la trio viciĝas en la jena ordo: 
"La tero “ Floroj " Hordeo ”・

La unua priskribas operaciojn ĉe la sur
teriĝo sur la golfo Hanĉoŭ, kiu kaŭzis la 
subitan ĝeneralan retiriĝon de la ĉina armeo

A
de la S anhaja fronto. En la dua oni legas 
travivaĵojn de la soldatoj gardantaj la urbon 
Hangĉoŭ, kie ili havis profundan amikecon 
kun la ĉina popolo. En la lasta Ilino 
skizas la scenon de arda batalo ĉe Sunju, 
kiun la aktoro, tiam inembro de la staba 
informejo, renkontis sur la vojo al Suĉcŭ- 
f ronto.

Krom la supre menciita trio. la aŭtoro de 
tempo al tempo sendas el la fronto valorajn 
raportaĵojn al diversaj period iĵoj.
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d vesperiĝis. Kiom ni marŝis, tiom dauris irado sur vasta ebenaĵo kun solecaj 
akvokampoj. La pelo tono de subleŭtenanto Nakamura estas marŝanta for 
antaŭe kiel avangardo. Nebula pluvo komencis fali. Ni marŝas glitetante en 
la mallumo. Ie kaj ie domoj brulas en skarlataj flamoj. Balda j ni transiris 
krescentan ponton kaj eniris en urbon kun malvasta vojo. En mallumaĵo la 
soldatoj i^terpuŝigas, kaj regas atmosfero gravmiena. Estis decidite, ke ni 
pasigos nokton ĉi tie. La domoj kun alta tegmentrando estas tute fermitaj, 
kaj en la lumo de poŝlampeto mi legis sur la pordoj vortojn sl<ribitajn per 
kreto: u Faligu japanan imperialismon u Bravuloj taŭgas por soldatoj 
"Gloron al kiuj taŭgas por soldatoj " Forpelu japanaĉojnka; similaj. Mi 
eniris en la domon asignitan al ni. Ekstere de la domo estas fositaj ŝ:rmaj 
tranĉeoj. Oni diris, ke oni kaptis du ĉinaj n soldatojn malfruintajn forkuri. Ca 
la centro oni enketas per interpretisto urbanon, kiun oni tien kondukis. Ĉar ni 
estis lacaj, ni eniris en la domon, kiu sajnas necesaj butiko aŭ simila, kaj sternis 
matojn, kiujn ni tie trovis. Oni diras, ke tiu ĉi urbo estas nomtata Saijanĉen. 
Ni metis gardstaranton ekstere. Duagrada soldato Kai revenis el ekstere, kaj 
diras, ke proksime loĝas maljunulo, kiu ne forkuris, donas al ni ĉion, kaj 
neniel akceptas monon. Ankaŭ pli poste revenis ankoraŭ pluraj soldatoj, kaj 
unu diris, ke li ricevis tabakon, kaj la dua, ke li trovis konservitan fragon, 
kaj aliaj respektive trovis aŭ zizifojn, aŭ kukojn, aŭ marinitajn abrikotojn. 
Mi iris kun duagrada soldato Kozyo al tiu butiko dek kelkajn metroj n fora, 
kun intenco aĉeti kandelojn, se ili trovigas. Sed jam neniu estis, jus mi 
vidis ŝin, estas strange, li diris al si kaj traserĉis, sed, ŝi ne estas, eble oni 
havas kaŝitan vojon, kun miro la soldato murmuris. Kiam ni revenis, ni 
trovis multajn kandelojn kaj poŝlampojn en nia gastejo. Mi elprenis boteleton 
de parfumo, surskribita ‘‘ Flora roso': kaj superŝutis sur la kotmakulitan 
korpon kaj en la internon de la fera kasko, dirante, ke tio estas deca tualetado 
de kavaliro. Ŝajnas, ke ĉe la rando de la urbo estas malamikoj. Ni kaŭriĝis 
sur la mato, elprenis gamelon kaj manĝis bolitan rizon, kiun ni portis de Simg» 
linĉen. Duagrada soldato Hayase, kiu iris al la supra etaĝo por serĉado, 
malsuprenvenis la ŝtuparon kun brilanta vizago, dirante, estas belega kuirejo 
sur la supra esta女〇, troviĝas rizo kaj akvo, morgaŭ matene ni havos varman 
rizaĵon. Ni dormis kuŝante en vico. Al miaj oreloj alsonis per la tero sono 
de pluvo falanta sur la ŝtona pavimo en la ekstero.

Trad. de MATUMURALTIRO (305) 29



Cambro por virinoj

Kian influon donis la ĉina afero 
sur la virinan movadon en Japanujo

Toyo Yatugi 
Makiko Manzawa

i
Resumo de la virina movado antaŭ la aefro

Jam pasis dudek jaroj de kiam la virina movado aperis en nia lando 
unue en la formo de feminismo< Estas tute nature, ke en la tempo de 
plenflorado de la kapitalismo ekokupis sian lokon en la socio la virinoj, 
kiujn oni povas dungi por malalta pago. Tamen estis vere epokfaranta 
afero por la virinoj, ke ili, kiuj ĝis tiam sciis nenion pri la ekonomia 
valoro de sia laboro, spertis por la unua fojo, ke ilia laboro estas trans-■
kalkulita en monon, kaj vekiĝis je sia libereco kaj sia socia situacio, kiujn 
tiamaniere ili povis akiri.

Estas tute prave, ke en la liberalisma kaj demokrata atmosfero de la 
kapitalisma socio la virinoj pretendas siajn rajtojn pri la pago kaj ŝanco 
egalajn al tiuj de la viroj. Precipe en nia lando, kiu malfruis en la mate
riala civilizo, kelkaj virinoj persistis en intensa feminisma movado pro la 
bedaŭro, ke la socia s让uacio de la vininoj en nia lando estas malalta 
nekompareble kun tiu de la eŭropaj landoj.

Sed aliflanke la virinoj lemis per multaj faktoj, ke nura antaŭenpuŝiĝo 
en Ia socion finiĝas ofte per disrompo de la patrineco, kaj ili ekrekonis, ke 
iliaj socia graveco kaj esenca misio egzistas pli multe en la aferoj, kiujn 
ili kontribuas al la altiĝo kaj disvolviĝo de la homaro kiel patrinoj, ol ea
la aferoj, kiuj rekompencas ilin en la formo de laborpago.

Kompreneble ankaŭ en la pasinteco la virinoj plenumis sian mision 
kiel patrinoj, tamen estas vero ankaŭ, ke la virina situacio en la historio 
estis maljuste malalta dum longa tempo.

''Nur el bonaj patrinoj naskiĝas bonaj idoj."
Tial, por esti bonaj patrinoj la virinoj devas esti juste traktataj en la 

socio, ekonomie garantiataj kaj bone edukitaj・ Tiaj postuloj al la socio 
estis la ĉefa tendenco de la virina movado en la lastaj jaroj.
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La karakteriza trajto de la movado post la eksplodo de la afero

En la unua duono de la jaro *1937,  en kiu eksplodis la ĉina afero, 
4< Leĝo por Protekto al Patrinoj kaj Infanoj" e.tis aprobita de la parla
mento, kaj tiel fine fruktigis la fervora movado kelkjara por ĝia realigo. 
Kvankam ne &uj estis kontentaj pri la lego pro la malriĉeco de la enhavo, 
tamen oni povas diri, ke la movado atingis almenaŭ la unuan etaĝon. 
Ĉar la movado celas protekti la esencan starpunkton de la virinoj kont
raste al la pli antaŭa feminisma movado, kiu ĉiam alte taksis nur rilatojn 
kontraŭvirajn, la movado estis akceptita kun favoro de ĉiuj, eĉ de personoj, 
kiuj malŝatis la feminisman movadon, kaj tio farigis bona fundamento 
por sociala sinaltig)de la virinoj pliposta・

Depost tiu tempo la tendenco de virina movado fariĝis rimarkinde 
modesta kompare kun la pliantaŭa abstrakta feminisma movado, traktante 
la nroblemojn pri " fiŝbazaro " kaj u dispono de forĵetaĵoj M, kiel ekonomiajn 
problemojn de ĉiutaga vivo. Ankaŭ al u la kampanjo por la purigo de 
elektadoM aliĝis multaj virinoj. Kvankam la vojo estas ankoraŭ longa 
ĝis la efektiviĝo de la ĉefa celo de la feminisma movado u akiri voĉdon
rajton , tamen fervoreco de la virinoj plenumi la respondecojn kaj devojn 
<ie sociano estis ĝenerale rekonita.

Kiam la virina movado staris en tia stato eksplodis la &na afero.
Patriota Societo de Virinoj ekzistanta jam de mn taue kaj Virina Asocio 

por Nacia Defendo nove fondita antaŭ kelkaj jaroj ekstar s por aktive 
labori malantaŭ la fronto, aŭ kuraĝigante la militirantojn, aŭ konsolante 
kaj heipanre Ia postlasitajn familianojn- Tio rememorigis ql ni, ke dum la 
granda milito la eŭropaj virinoj kuraĝe batalis por la patrujo aŭ kiel 
hejmaj virinoj aŭ kiel produktantoj en fabrikoj kaj terkulturejoj, kaj tiel 
povis montri al la socio siajn kapablojn, kaj poste akiri la ra ton de 
vocdono. Nun tiuj faktoj estas denove esplorataj kaj diskutataj ĉe nia 
flanko.

Patriota Societo de Virinoj, Virina Asocio por Nacia Defendo, Japana 
Ligo de Asocioj de Virinoj kaj Japana Ligo de Asocioj de Junulinoj, 
kiuj estas sub la kontrolo de la registaro, estis organizitaj en Centran 
Ligon por Nacia Spirita Mobilizado kaj pli vigligis li movadojn malantaŭ 
la fronto. Dume privataj, aŭtonomiaj virinaj societoj forminte Japanan



Ligon de Asocioj de Virinoj, kunlaboris kun la registaro de sia propra 
starpunkto, kaj instigante virinojn reesplori sian dummilitan vivon, klopodis 
plenumi la naciajn politikojn en la vivo de virinoj mem. La ĉefaj laboroj 
estas jenaj: ・ ' . ［儀

Plialtigo de la korpa sano (zorgo por la konservado de sano, neuzo 
de polurita rizo, defendo kontraŭ seksaj malsanoj), plisolidigo de malantaŭ- 
frontaj familioj (problemo de neregistrita edzino kaj aliaj), ŝparado de 
materialoj (rekolekto de eluzitaĵoj\ plifortigo de ekonomia kontrolo (mal
grandigo de konsumo, ŝparado, kontrolo de prezo), problemo pri provizo 
de laboruloj (fondo de infanejoj en la kamparo kaj industriaj teritorioj), 
ĝenerala renovigo de la vivo, ktp.

Estas tro multe por ni povas citi ĉion ĉi tie.
Tiu ĉi jaro estas epokfaranta jaro ankaŭ pro tio, ke virinoj partprenis 

en administraj organoj de la regis taro. Unue S-ino Yayoi 1匕osioka farigis 
membro de Komitato por Esploro pri Edukado de Ministrejo de Edukado, 
kaj sekvis ŝin S-ino Waka Yamada, nomita ano de Centra komisiono por 
Prezkontrolo de Ministrejo de Financo, kaj multaj aliaj virinoj mobilizitaj 
aŭ en Komitaton por Instigo de Ŝparado, aŭ en Distriktan Komisionon de 
Prezo. Ankaŭ en diversaj komisionoj de Centra Ligo por Nacia Spirita 
Mobilizado F-ino Husae Itikavva kaj multaj aliaj partoprenas kiel mem
broj. Krom tio ekzistas neelnomeble multaj virinoj, kiuj estis petataj 
ĉeesti kunvenojn okazigitajn de la aŭtoritato kaj esprimi siqjn opiniojn. 
Por funkciigi la leĝon por protekto al patrinoj kaj infanoj, kaj protekti 
postlasitajn familiojn de militirantoj, notinde plimultigis virinaj kvartalaj 
komisionanoj. Tiu fenomeno estas vere senekzempla en la historio de la 
feminisma movado en nia lando. Tio montras ke la forto de la virinoj 
aperis sur la surfaco de la socio pere de la ĉina afero.

Ankaŭ estis en la jaro 1938, ke nia lando havis siajn unuajn tri 
advokatinoj n.

Konklude ni povas diri, ke pro la eksplodo de la ĉina afero la japanaj 
virinoj ekstaris kaj kunlaboris de sia propra starpunkto por plenumi la 
naciajn politikojn kaj por helpi la eltenadon de la eksterordinara tempo, kaj 
tio alportis kiel konsekvencon la socialan altiĝon de la pozicio de V virinoj 
mem, kio havis en la lasta jaro tian historian disvolviĝon, kian oni vidis 
neniam antaue.
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III

Rimarkindaj aferoj en tiu ĉi jaro

Jam antaŭ la ĉina afero, la feminisma movado, kiu ĝis tiam estis 
klare opozicia kontraŭ la regantaro, ekhavis iom da regantpartia koloro 
per la aliĝo al la kampanjo por la purigo de elektado. Kaj post la eks・ 
ploro de la afero, multaj virinoj farigis membroj de diversaj komisionoj ĉe 
Ia registaro kaj Centra Ligo por Nacia Spirita Mobilizado kaj prenis sur 
sin la rolon de gvidantoj por profunde konvinki la generalan popolamason 
pri la naciaj politikoj, kaj tiamaniere ĉiuj virinaj societoj, au organizitaj 
de Ia regis taro aŭ fonditaj aŭtonomie, estis smiritaj per la koloro de la 
registaro, kiel mi skribis en la antaŭa ĉapitro.

Tiu tendenco ne paliĝas ankoraŭ en tiu ĉi jaro, kaj ni vidas aktivajn 
laborojn de virinoj Jau &uj naciaj politikoj.

Unue, okaze de la reformo de Centra Ligo por Nacia Spirita Mobili
zado en tiu ĉi jaro, S-ino Yayoi Vosioka estis elektita kiel direktoro de 
la ligo kiu ĝis tiam nef havis inan direktoron.

La deziron havi direktorinon en la ligo efektivigis granda penado 
de Virina Societo por Studo de Kurantaj Aferoj, societo de kleraj virinoj, 
kiu naskigis en tiu ĉi jaro. Ĝia celo estas : ° Pli profunde koni la kurantan 
situacion de la starpunkto de V virinoj, kaj studi naciajn politikojn kaj 
klopodi ilin realigi.,, La societo konsistas el literaturistinoj, kritikistinoj, 
instruistinoj, membrinoj de socibonigaj entreprenoj kaj sociaj movadoj, 
kaj aliaj preskaŭ &uj virinoj de la gvidanta klaso logantaj en Tokio. Ĉar 
ĝi estis fondita en la lasta februaro, oni ankoraŭ ne povas klare vidi, al 
kiu direkto ĝi turnos sin, tamen oni devus priskribi ĝian aperon per 
grandaj literoj kiel rimarkindan aferon en la unua duono de la nuna jaro, 
pro tio ke oni sukcesis je ĝenerala mobilizo de la kleraj virinoj, kiuj 
antaue estis rigardataj nur kritikemaj kaj malagemaj.

Dume Brilanta Grupo, konsistanta ĉefe el literaturistinoj kaj prezidata 
de S-ino Sigure Hasegawa, komencis labori malantaŭ la fronto, aŭ send
ante donacaĵojn al la fronto, aŭ vizitante vunditajn soldatojn en hospitaloj. 
Tiuj faktoj montras, ke en tiu ĉi jaro agemo de kleraj virinoj estas tre 
rimarkinda.

Krome por progresigi la movadon por renovigo de la vivo ankaŭ 
privataj virinaj societoj komencis labori lau la peto de Ministrejoj de
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Ekonomio kaj de Socia Bono. Precipe por instigi popolon al ŝpadado oni 
nomis tridek unu virinojn kiel komisiitojn de Ministrejo de Ekonomio 
kaj en la fino de marto iii alparolis per arda elokvento al la popolamaso 
en &u loko tra la lando por atingi la celon de ŝparado de dekmiliardo 
da jenoj・ Ankaŭ demando pri"edzinoj al Ja kontinento '' staras antaŭ 
ni kiel granda socia problemo. La movado de abolado de la sistemo 
de licencitaj prostituitinoj revigliĝis sub la opinio, ke en la nuna situacio 
oni devas senprokraste efektivigi ĝin. En Komitato por Persona Repacigo 
laŭ la Leĝo de Persona Repacigo, kiu estas aprobita en la lasta sesio de 
la parlamento, ankaŭ multaj virinoj partoprenas kaj ili deziras plej bone 
protekti virinojn, kiuj staras sur malforta kaj nefavorata s让nacio en 
konflikto inter familianoj aŭ parencoj・ ・

Mi supre c辻is preskaŭ ĉiujn ĉefajn punktojn de la movado de la
■

virinoj ĝis la fino de marto. Estas vere neevitebla afero, ke ni, la virinoj 
de la nuna Japanujo, kiu devas batali kaj samtempe starigi pli altan 
civilizon, devas renkonti plue pli severajn cirkonstancojn. Plu ne dependus 
de persona gusto aŭ prefero, ke virinoj laboras au en kampoj, au en 
minejoj, kiel unu produktanto, ne sole zorgante la hejmon kaj tenante la 
vivon de konsumado. Jam tuj post la eksplodo de la afero reaperis 
subtera laboro de virinoj en minejoj, kion oni malpermesis antaŭe, kaj la 
opozicia agado de virina flanko kontraŭ tio ne povis sukcesi. Vidante 
tiujn faktojn ni ne povas ne antaŭsenti, ke la vojo de virinoj estos pli 
kaj pli malebena.

〔公告〕

高等學力無試驗檢定

合格者發表

下記の諸氏は,學力檢定規約附則第1 

項により高等厚カ認定證の附與を申請•

されましたので,試驗委員會で詮衡の結 

果,これを適當と認め，附與することに 

いたしました。

財團法人口本エスペラント學會

理事長大石和三郞

25.柴山慶（京都・僧侶），26.白木欽松（名 

古屋），27.礒部幸一（久留米•九州醫專敎^〕, 

28.竹中治助（爸古屋•百貨店負），29.淸水勝 

雄（平塚・女學校長），30栗林亨（長野縣・窩 

師），31.石宙明（開城・中學校敎諭），32.高 

橋運（犬阪・官史），33.杉田止臣星崎•醫師）

高等學力試驗の結果については,まだ詮衡 

中のため發表の運びにいたりません。
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En Parko
—Maliaj a humoraj 〇 一-

Mirinde belegan knabinon mi vidis; 
Sur benko en parko reveme ŝi sidis.
Saltetas kcr' mia pro danko al sorto： 
Mi ŝin alparolu per eĉ unu vorto.

Kun trajtoj infanaj, ja angelino
Ŝi estas, kaj baldaŭ mia edzino 
Capelo kun plumoj ŝika tre konvenas, 
La lipoj ensorĉas, la vangoj serenas …

Jen turnas sin al mi la hela vizaĝo,
Tuj mi rigidiĝas, perdiĝas kuraco,
Ho, ŝiaj okuloj briletas cervine!
Mi tamen konkeris hontemon finfine..

t

"Hadiras mi, " kie! printempe jen estas! 
Per verda ornamo la arboj sin vestas 
Nun ŝi malagrable respondas : " Sinjoro, 
Tre febre vi tremas—ĉu de kapdoloro ?"

Frapite de V vortoj mi staras sen spiro.
Jen ŝin alrapidas gracia junviro,
Al li ŝi murmuras : " Ho, mia karulo
Kaj al mi kriadas : ° For, for frenezulo 1

Kenji Tachibana
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LITERATURO KRESKAS

日本語の世界的發展

-Miyatake : JAPANA GRAMATIKO 發刊ー

厂およそなにごと，なにものによらず,これ 

を世界的に發展さすためにもっとも有効なの 

力:Esp.である」なんていまさら申すのもお 

かしいが,さりにおかしいことは,いままで 

Fsp.書きの日木語案內書が一つもなかった 

ことだ。

重松達一郞さんが人阪からでていたVerda 
Utopioにカナや□ ーマ字の紹介を書かれたの 

は十何年も昔のこと,また大本からでていた 

雜誌に日木語のEsp.での講義も面白かった。 

しかし堂々たる單行本であらわれたのはやっ 

と1939年の大阪の日本大會の直前である。

詔:者宮武正道君は奈良の舊家の一人息子で 

いまだ30歲に達しない,病身にもかかわら 

ず，またいかなる職業にみつかず,ひたすらマ 

レ-語の硏究に身を捧げ,そのため遠く hva 
まででかけたりした。輕いおどけた南洋旅行 

記もあねま,世界のどんな辭典にも载ってい 

ない新しい單語を新聞から洽い集めた「マレ 

一語新語辭典」1938,便利な・厂日馬小鄭典」 

や,厂メナンガブー文典」，厂ジャワ語文典」な 

どがある。

日本語を海外に紹介する意志は早くからあ 

り,すでに1935年に厂マレー語書き日木語 

文法」を自費出版されて,南洋ですばらしい 

歡迎を受けられた。今麼の新著によってさら 

に世界的に乘出されたわけであ.る〇

III. Japanaj Propraj Literoj "Kanamozi''
IV. Klasifikigita Vortareto Esperanto-

Japana
V. Necesaj kaj Utilaj Esprimoj

VI. Interparolado
VII. Ekzercaro de Japana Legaĵo

文法请はKokutei Romaziを使って,發 

音,語の順序，名詞……などU篇,100項 

目を系統的に說明している。

日本のEsp.運動の中心として財團法人日 

本エスペラント學會のadresoもちゃんとあ 

かっている。

單語篇の1a Landojの原稿をこしらえて 

いるときAŭstrujoが消えたり,校正中Ĉeĥo- 
sbvakujoを除かねばならなかったとゆう 

epizodoもあったそうだ〇

この本を見て外國に對して思うことは， 

Esp.書きの各國語文法書が案外すくなし:こ 

とで,雜誌などにはいろいろでているが,單 

行本でいますぐ手にはいるのはフランス語, 

ドイツ語,ブルガリヤ語ぐらいしかないから, 

もっとどんどんいろんな言葉のEsp.書きの 

ものがでてほしいことだ。日本人に對して思 

うことは,外國とのkorespondantojにどし 

どしこの本を送ってやって,日本語の世界的 

發展をはかることだ。

川、蜡直ー 

• Lingvistiko •

JAPANA GRAMATIKO POR ESPE
RANTISTOJ, de Miyatake-Seido, eid. de 
Okazakiya, Tokio, 1939; 9x 16cm, 1V+143

* p. prezo:（國外）1.50 j：no；,（阈內）1圓,jĝ
料3錢（學會取次）。

I. Gramatiketo de Japana Lingvo
li. Pri la Latinigita Ortografio de
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歷史的興味

Tanuma : LA ORIGINO DE
L PROTESTANTISMO—-

過日Samideano田沼利男氏より其著オラ 

ンダ版"La Originoj de P Protestantismoハ



と云う册子を贈られ,宗敎には所謂Sikoな 

る老生ながら其の筆致の洗麗なると,其內容 

の歷史的に興味深き記事であるのに全く魅せ 

られ,一氣に23頁を讀了した。著者田沼氏 

はフランス語學者として夙に令名あり,老生 

も曾て佛語文獻につき敎えを乞いし事もあっ 

たが,斯る輕快なるエス文の筆者である事は 

知らなかった。加之斯る前代未聞（少なくと 

も寡聞の老生にはそう見える；）の史實を著者

• Religio •

LA ORIGINOJ DE U PROTESTAN
TISMO, de J. Tamura-Tosio, eid. de Inter
nacia Katolika Informejo, Nederlando, 1939; 
15.5x24.5 cm, 24 p., prezo : 30 錢,送料 3 
錢。〇部取纏め註文2割引,學會取次）

AL KIU NI IRU? de D-ro Walter A. 
Maier, eid. de Luther an Cente— 3507 
Ave., Detroit, Mich., U. S. A・ prezo:1 
respondkupono.

これはセントルイス市コンコーヂア神學校 

敎按マイエル尊士のラジオ演說のエスペラン 

ト譯。アメリカを支配する黄金萬能思想に對 

し 眞の萬有自者は神の子キリストであると說 

敎したものである。

は何處から蒐集されしか,今更ながら氏の歷 

史眼の銳さに驚かされた。老生著者に對し 

（T貴著を調んで居ると左ながら順風に帆を揚 

げて,うららかな春の海を航厅する樣な心地 

がする』と云う樣な事を書いて禮を述べた。 

これは唯其筆致に對する僞らざる感想である 

为:,其內容に至っては恐らく多數の載者に在 

來の歴史的所信を覆えさせるだけの力ある近 

頃珍らしき史料と思う。海山萬里のオランダ 

にて之を歡迎L出版したのも洵に故あるかな 

である。

高橋邦太郞
化/ゝノーー・亠'—厂"一亠亠へーー~—一^—亠— — —一亠1亠 ・ —・ 一I

• Turismo •

LA TURO PRI HONORO AL LA FLAN
DRAJ HEROOJ EN DIKSMUIDE, eid. de 
Sekretariejo pri Izerpilgrimado, Maria 

Doolaeghestraat 39, Diksmuide, Belgujo» 
1938;13.5x21 cm,16 p・ senpage havebla 
ĉe la eldonejo・
廣さは九州の4分の3,人口は東京の3分 

の4倍,この小さな國ベルギー本國にふたつ 

の全く異った言語が用いら扌していることは， 

よく知られているとうり。フランス語とフラ 

ンドル語と。全人口の約35%にあたる300 
薦人,フランス語を母國語とするワロン人が, 

本國に80借する版圖にまたがる大帝國を支 

配している。そして,フランドル人は木國の 

人口 65%を占めながら,世界大戰前までは 

被壓迫民族であった。この民挨が大戰にあた 

ってベルギー軍の63%にあたる;比丁を出し, 

前線では85%を占めていナ-。そして大戰中 

に彼等の流した血によって礎たのがフランド 

ル人の平等權であった。この流された血を紀 

念するために建てられた,表忠塔の由緖書き 

で,イギリス,フランス,ドイツ諸語と同時 

にエスペラントで出されたものである。

尾崎秀實:支那事愛の歴史的展開C武漠陷 

落後の東亞新瞪制）東京市溢谷區代々木大山 

町1074國民思想硏究听發行,定價20錢,送 

料3錢。 *

國民思想バンフレット5.厂如何なる戰爭も 

當事國固有の政治的目的のために行はれる〇 

この□的は國民全般が之を理解し之を自分達 

同胞の共同目的として主體的に把握し之が貫 

徹に向って國民共同體としての組•織と精神と 

を以て進まなければならぬ〇」一•一こうゆう發 

行渚の立前から,武漠陷落後の新しい展開に 

ついて,著者の見通しを求めたものである。

大間知篇三:R本家族制度の硏究,發行所 

上におなじ。定價20錢,送料3錢。

國民思想パンフレット6.厂家族の協同」, 

「大家族「,厂本家と分家」,厂親方と子方」,厂家 

族と信仰」の5章にわけ,日本辎神の淵源と 

もゆうべき,世界に獨特の日本の家族制度に 

ついて,歷史的に,全血的に書いたもの。國 

民意識の緊密化が求められるとき,厂國」の基 

本的單位たる「家」についての認識を再び深 

めることは必要なことである。その意味で, 

本書を推奨したい。 ー\・ C313) 37



池田善政君の死を悼む
伊藤己

池田君艦上で卒倒の報カ;私を驚かせた 

のは5月4 であった。2月戰地から歸 

還して吳に勤務し，4月中旬夫人と初め 

て父に對面する愛兒が吳に移ってからĤ 
週間餘にして彼の計に接しようとは殆ど 

信じられないことてあった。しかし9日 

東京に到着した遺骨を前にしては最早彼 

の死を確認せざるを得ない。玆に拙筆な 

がら一文を草.して彼の靈に供える。

大正!o年金澤一中の二年生であった 

彼は內田雄太郞氏の指導のドにエスペラ 

ンチストとしての笫一步を踏出した。そ 

して間もなく學會維持員となり,翌年金 

澤一中エスペラント會の創立されると共 

にその熱心な建動が始まったのである。 

豐な語學の才能に惠まれた彼の道步は著 

しく,また深い信念に基く活動力は明朗 

な性格と共に數年ならずして彼を中學ば 

かりでなく金澤エスペラント會の指導的 

立場に置いたのである。大正14年四高 

に人學した時は旣に金澤には不可缺の人 

物となっていた。斯くして昭和7年醫大 

を卒業するまで,金澤エスペラント會， 

黯大,四咼,藥專,一中の指導者として 

活動したばかりでなく,富山縣各地の同 

志と緊密に連絡を取って北陸エスペラン 

ト聯盟を作り,北陸エスペラント大會, 

日本エスペラント大會（昭和5年）導の事 

實上の中心人物として縱橫の注躍振りを 

示したこ.とは古い同志多數の記憶に尙は 

っきりと殘っていることと思う。

醫犬卒菜後は海軍軍箝として頻繁に勤 

務地が變ったため運動からは遠ざかって 

ばいたが,遠洋航海に寄港した北米各地 

の同志を訪問し,注口勤務中も彼地の同 

志との接觸を怠らなかった。

昨年7月第三艦隊に屬して聖戰に零加, 

今年2月歸還して吳に勤務中であったが, 

恐らく續く過勞の僞か突然心臓鋼乐で卒 

倒し數時間ならずして惜しくも此赴を去 

った。

彼と私との交りは私が彼と同時に四高 

に入睾した時に始まる。寮の同室の先洗 

からエスペラントの宣傳を受けた私は間 

もなく彼と相識るようになった。彼が小 

坂先生の講習用爭中の文例Estis tre bela 
vetero kaj estis malvarmete. Mi pro
menis kun miaj onklo kaj onklino sur 
marbordo ....を讚んだ流暢さに感歎し 

たものであった。そして私は何時の間に 

かエスペラント界に引込まれてしまっ 

た。その夏名古屋へ八高との對校競技に 

應援に行く車中では，ー晚中會話の練翟 

をさせられ,名古屋へ着くと應援はすっ 

ぽらかしてエスペランチストや講習會を 

訪れたり,新聞社へ押掛けて行ったり， 

充分私にエスペラントの有難さを味わし 

て吳れた。それ以來私が束京へ移るまで 

の3年間常に行動を共にしていた頃の思 

出は盡きないが,常に良き友として力、っ 

また師として彼から得た所は非常に大き 

い。今H私がエスベラントのために少し 

でも役に立つことが出來るとすれば，そ 

れは全く彼。賜と言うことが出來る。

玆に私は彼の親しい友かつ弟子の一人 

とし彼の卓越した!ingva kaj movada 
talentoを限りなく惜しむと共に,父と 

相見ること僅か旬日餘にして永久に別れ 

なければならなかった薄幸の遺兒祥一君 

が立派に成長して，やがては父の遺業を 

繼承されんことを祈って止まない。

（14年5月10日記）
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久保さん歸る

ioヶ月の歐米の旅から

忽

昨年8月,童心を通じて 

の國際親善を志し日本の 

兄童の圖畫3000點を携え 

てヨ-ロッパの旅にのぼっ 

た,學會の評議員久保貞次 

郞氏は,義弟久保決氏と同 

道,5月29日神戶着の香 

取丸で歸-朝,神戶まで出迎 

えの家族の方々に迎えられ 

も月1日午後5時20分 

東京驛着の特急厂鷗」で歸 

京注れた。多數のエスベランチストはじめ, 

羽仁五郞氏その他友人知已に迎えられて,東 

京驛に降りた久保氏は,長い旅の疲れ.も見せ 

ず,潑刺たる元氣で語った。

『アメリカからイギリスにわたり,そこに弟 

をおいて，パリへ行きました。パリで約3ケ 

H滞在,そのあとは弟と・緖に,ベルギー,才 

ランダ,ドイツ----それからウィン,これも勿

論ドイツですが----ウィンからチェコスロバ

アキアへ向うつもりが,例の騷動で,イタリ 

ア,ギリシャとまわりました。エスペラントは 

大變役に立ちました。勿論,それはわかりきっ 

たことですけれど,想像よりもはるか以上で 

す。外國へ行って日本とゆうものを再認識し 

ました。□本とゆうものの参が,はっきり浮 

びあがって來るのです。特に,あちらで各國 

のエスペランチストに會っていて,目のまえ 

に浮びあがるのは,日本のeminentaj esper

antistoj のfigurojなので 

す。日本にいるとき自分Q 

すぐ身の近くに見ていて, 

とりたてて何ともおもって 

いなかった,それらのすぐ 

れた人々の姿が,實にあざ 

やかに浮びあがって來るの 

でした。外國にいてなつか 

しくおもいだされるのは昔 

からの親しい人ではなく, 

回劍に仕事をしている人た 

ちのことでした〇そうした人たちと一緖に， 

日本の新しい文化の建設のためには生命を賠 

してかかりたい——そうした覺悟をいだいて 

歸って來ました。』 ■わ

横濱の坂本さん ..
アフガニスタンへ

橫濱のsamideanino坂本ノ、ルヱ孃は,神奈 

川縣廳.の製圖工であるが,今回アフガニスタ 

ン開拓の任を受けて內務,外務兩省から派遣 

される縣上木技師の一行•に加って，アフガニ 

スタンへむけ6 ）］!日出發された。坂本孃 

は,エスペラントを通じて，アフガニスタン, 

インドの同志を訪ねてエスペラントを通じて 

日本の胞戰の目的を說明理解させると,はり 

きっていられ,トランクの底にはアフガニス 

タンの國語であるベルシャ語版のŜlosiloがひ 

そめられてある。 … （315） 39
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萬國敎育宙議にエスペラントを メリカの聯盟本部へ申しおくることにした。

祖織委員會から進言

昭和12年東京で,それの第7冋大會が開 

かれた萬國敎育聯盟の那8冋大會は.今年ブ 

ラジルカリオ•デ•ジャネイロで開かれること 

になっているが，これが開かれるに際し,そ 

れの組織呑員會ぽセルラノ敎授の提議により 

エスペラントをも公用語として採用すようア

ブラジル政府

エスベラント聯盟へ補助增額

ブラジル政府では,今まで,プラジル・エス 

ペラント聯盟に對し,年麒約200圖の繍助金 

を與えていたが,ヴァルガス大統領は,今年か 

ら,この額を三倍にすることにした。

①最近學會 

の初等懿習會 

に毛色——と 

ゆうよりも肌 

これは,東京 

インドからの

j ONI DIRAS, ke I 

5111111111111111111111111111111111111111111111iiiiiiii^

色の變った顏が1人見られる。 

工業大學のバラーさんとゆう, 

留學生。•：

☆バラーさんが工、スペラントを學びはじめ 

た動機は,彼は國際學友會術に寄宿している

・ が,そこにいる,おなじ工業大學の學生バニ

力-さんが,京都高等工羹學校に在學中昨年 

の夏靜岡で高橋邦太郎氏にすすめられ,また 

滿洲國に厳行中ハルピンで,例のS-ro Kioこ 

と何盛三氏にすすめられエスペラントをはじ 

め,今年4月東京へ移るに際し,本野精吾敎 

授の紹介狀を持って學程を訪問した,そのと 

き,パラーさんは最近アメリカへ行く他の友 

人と2人伴われて來たのであった。

☆むなじインド人といっても,南と北とち 

がうパラーさんとパニカーさんとでは,18楝 

もあるインド話では話が通じず,全インドの 

標準語ヒンドスタニ語をもパエカーさんは知 

らないので,2人のあいだでは英語で用を足 

しているとゆうありさまで,阈際誌の必耍と 

ゆうものには了解がはやく,わりから開講中 

の講習會に途中かち飛びこんだとゆうわけ。

☆そのパラーさんに,エスペラントについ 

て知っていたかとたずねたところ,8年まえ 

インドの大舉にいるとき，あるヨーロッパ人 

が大學で講演した,そのとき聞いただけであ 

るとのこと。

☆そのヨーロッパ人は,たしかノ、ンガリア人 

であったとのみで,名まえをおぼえていない,〇 

☆そのころ・洋に來たエスペヲンチストは 

誰であったろうかと,風貌についてたずねた 

ところ,そのころガンヂー翁についてインド 

40 (316) を訪ねたブリヴァ氏らしくおもわれたので,

同氏の寫眞を示すと,たしかにこの人だった 

との答へ。

☆これは,エドモン•フ•リヴァと丫、って,有 

名なエスベランチストで,ヂユネエプ大學那師 

だと敎えると,そういえば,その人は,たしか 

ヂユネエプ大學のフ・ロフェサーであった,來年 

はヨー口ッパへ行くつもりだから,それまで 

にうんとエスペラントをやっておいて,ぜひ 

たずねましょうと人よろこびであった。

住蒔いた人がわすれたころに,おもわぬ人 

に刈られることもあるものである。

②束京驛降車口の三階を占めるのは,東 

京鐵道局工作部であるが,ここは,かつて日本 

エスペラント遅動の父小坂狷二氏が課辰(今 

の部長)をしていられたところ。小坂氏が本 

省の工場課長となり,さらに名古屋へ移られ 

たのちにも,この三階の一室は，日本のエス 

ペラント運動とかたいつながりを持ちつづけ 

て來た——とゆうのは，そこには,學會:T谶 

員,日本婦人エスペランチスト聯盟の厂輝や 

ける委員長」などと,いかめしい肩書をつけ 

るまでもなく,たれ知らぬものなき离澤まき 

子孃が永久陣地を構えているからである。

☆ところが,いままで页澤孃が孤壘を守っ 

ているかに見えた,この工作部職線が,最近 

俄然活氣を呈して來だ。

☆とゆうQは,かつて小坂氏の蕭陶を受け 

たことのある同部機械課長小林芳夫氏が今年 

になってエスペラントを學びはじめ,非常に 

然心にやっていたところへ,この5JJq移動 

で,大宮工場から轉じて來て,かつては小坂 

氏が占めていられた,因緣淺からぬ部長の椅 

子に收まったのが,學會の會員神津廉人氏で 

ある〇

☆同志を部長と課長とにいただいて,蔑澤 

さんは厂いまに工作部エスペラント會でもで 

きるでしょう」とはりきっている。
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各地報道
原稿は20字詰に! 

締切は毎月1日着便

〔名古屋エス會〕大會が終了したあと皆い 

くらかほっとしたやうな形で semajna kun・ 
sidoにもなごやかな空氣がみなぎっている。 

大會に出席した人々は大阪での色々樂しかっ 

た話などを持ち出して右かなかったsamide
anoj をうらやましがらせる爭おびたヾしい。

新綠に包まれた小坂先生宅へ每金曜集まる 

熱心な硏究家は故近頓に數を增し每回糸勺匹ー3 
名,先士宅のsalonoもせまきばかりの盛況は 

何と嬉しい事だろう〇 " Revizoro ''は只今第 

3章,事件はいよいよ面白くなって來たので1 
冋も約しくて休めない樣な轼がする。廿曜の 

會・が廢止になったのは何としてもさびしいが 

會悒一同が週!.回でもこの硏究會で顔を合せ 

る节の出來るのは樂しいものである。皆さん 

どうぞ每遍御出席下さい! （© Lobe）
〔大阪エス磁〕事變下銃後文化弼國に稱進 

す る samideanoj の granda manifestacio 笫 

27［川人會4＞成功裡に無事終了した。この結果 

により我々は更に新たなる希望と勇氣とを持 

って•天飛躍發展を期している。

例會郵告 每火曜日午後6.30-9時,西區借 

濃橋艾叉點,日淸电命馆六階,大阪ワセダク 

ラブにて,"Lingvo Stilo Formo''による川 

崎血一氏の文法講義，''乙-Legolibro nによる 

輪讀硏究,會話,通譯の練落等。

歆の練習 每金曜日午後7時,本町- ・丁 □ 

日本染料倉館にてEsp.唱歌の練習會を開い 

ている。

〔學倉神戸支部〕5月5日夕6時半より,新 

開地松竹劇場食堂に於て,第3冋例會。出席 

者1〇名。夕食を共にし午ら,永井氏司會の 

ドに,前H1,月本,宮本氏霁の大待很吿,tiel 
efikaj kaj instigaj paroladoj を聞く。乂最 

近來神の热心な新同志,JS光春氏の高等試驗 

受騎感想談等もあり，いやが上にも一同の勉 

學热に益々油を注ぎ,一擧に次の事項を決定 

した。

1・每月第1月曜支部例怜會場從來 

通り

2. 第2及第4月堪會話の練習

3. 第3及第5月瓏 “ Rabistoj 譯敲

會場何れも乃本先生宅 

尙此の會に久し振りで出席された田口龍雉氏 

は最近氏埠問の氣象學に闢する歷史的大著作 

の直彈を投じて,都下の新聞記爭を大いに哌 

わせたが,此の人,學究には珍らしく亦alko
holaĵoj にも强い人で,我がgrupoの誇り前 

田氏とは實に名コンビ,初めの間は2人だい 

に‘tasetojを交換してmetrojを揚げて居た、 

が仕舞頃にけ何れもgrandaj glasojを傾けて 

大いに我が酒の春?を謳う。

5 JJ15日,月不先生宅會話會。出席者,久 

しく顏を見せなかった避江氏及び最近名古屋 

市より轉任された神戶市立衞生試驗所技師成 

IH常次郎氏等を加えて9名の盛會。みんな 

Esperanto でのinterparolo に汕が乘って徐 

め決めた練習時間が過ぎても日本語を語す事 

を嫌い,何時果るとも知れぬので,大會規約 

案の新:委員に選ばれた宮本氏が1人談案を出 

したり引こめたりやきもきして居る。9時半 

ヒロより漸く協議に移り神戶案を決定し散仲し 
た。 ニ・’：

5月22日,“ Rabistoj -講讀の會。此の口 

たまたま fremda samideano, Sveda ŝipano» 
Hugo Carlson 氏が出席したので,此の珍客 

に敬意を表しRabistoj "のlegadoは最 

初の一貞に止め，後は程々歡淡に過す。

Carlson氏は昨秋も來神した事があり,第 

二回日の來訪で，横濱より今朝來神,明日は 

門司に向け出帆,上海に到り,一度歸國する 

徐定との事である。北國人の通弊に洩れず, 

「1唇め運動を節約して物を書うのでparoloj 
が甚だ聞きにくゝ分りにくい。

Malvarmaj neĝaj landanoj bonvolu ĉiam 
paroli per Ja largi malfermita buŝo kontraŭ 
la frostigo por ke oni povu bone kompreni 
la parolojn.

綠星の蔭薄く恿まれぬ山陰Q地にもザメン



Julio LA REVUO ORIENTA 1939

ホフの理想を實現すべく孤軍窗闘して微力を 

貓して居る同志がある。今般.鳥K A ffi股藝化 

學科卒業生に對し科長角倉博士の命により 
厂調査カード」が發空されたが在外の卒業电纯 

には同校生物化學孜空井上雄三氏の捉:案勞作 

によりエスベラント書きで發送された。

一-------- 九 艸]------------

運動再燃

〔舉會福岡支郁〕月例伶。5月5日午後6 
時上り九大翳學部惠愛剧父堂に於て久し振り 

に支器例會を開催す。參會者9名。先づ堀内 

幹事より休會屮の經過很吿ありたる後，野見 

山新支部代表者の就任挨拶あり，次いで今後 

の遅動方針につき協議,先ず九大を中心とし 

て初缚:講渕會を二つ開く爭，及び月例會を復 

活する事を決定し,最後に大岛廣博士の口本 

大會出席羡を拜聽して午後1°時散會す。

初等講習瓠（し5月13日より九大工學部 

内第二學电集會所に於て開催,每適火木土午 

後5時より,講帥人島廣帖上,參加者1〇名。

（2） 5月22日上り九大醫學部生理學敎室 

に於て開催,每週け水金午後5時より,講師 

委員巢山毅,山下巖,中川腸ハ,大坪 

厘幸,崎村徳次,杉田笑子,寺澤晉, 

古田次雄,福田勝,河野憲利C以上宮 

崎）,西原武宣（大牟田）,加藤孝一（熊 

本）,野見山丹次（福岡）,山市風0K久 

留米）。

就間日野巖,麻生介,江崎悌三,礒部 

幸一,伊藤徳之助,神尾碧堂,野原休 

一，大曳廣,重松達一郎,植田半次， 

堀內恭二（以上）

準備委貝诈事務所

宮崎市南廣島通n杉m醫院內 

上記仟合に關しては山内各日刊紙上に輾道さ 

れハ絃之屋柱起「.式を控えて多大の反響を呼 

んだ〇

5 JJ17日。杉山,寺澤兩氏は高鍋町に前 

宮崎市長柿说政一郎氏を訪い,顧問就任,並知 

爭に顧間就任力斡旋を懇望せる處,快き承認 

を得た。尙お其探同氏が兀高在學中にガント 

レット氏に就きEsp.を學び後,中阈民報社 

長時代には其紙上にEsp.欄を設ける等,热 

心なる同志なりし躬を始めて開き大いに点を 

强くした。

5月23日。大會準備打合せ,尙お今後每 

火曜を申備衣員命合Hと決す。大阪大會に於 

ける問題に依り高鎔:模擬試檢を行う。

間田直幹氏,參加者14名。

大會準備委員會結成

〔學舎宮崎支部〕5月2日。第28回大會 

準傅委員會結成の爲に宮崎縣ドの組織されな 

い同志を叫合する要を感じ5 n14 FI 會合と 

同時に灌備委員命を結成することを決める。

5 J] 9 U 〇大阪大存への九州,並びに宮崎 

・代表の中川氏を迎え報吿を聽く,仝日ネ,就 

中大阪の支持を感謝す。

5月14 □。縣下エスペラントの対合を午 

後7時より大淀河畔日厨に開催.出席者15名, 

杉田氏の挨拶によリ開會,明年度大會の計畫 

に就き懇談の後,準備委貝會の結成に移り, 

下記の如く決定,尙當日參會せる市內日刊新 

聞社,縣,市觀光課,並にバス會社に對し顧 

間就任方を要望し諒解を得。

第28回口本エスペラント大會那備委員请 

42（318） .丢員長 杉出'正臣

尙5 JJ 4日嚴父を失いし巢山氏は熊本へ急 

行せるが,其際餘暇を見て熊本エス會と第28 
间大會協賛會鱗に就き打合せをなした。

3 ）j 26日兵皿縣の同志上谷良吉氏來訪,杉 

田，巢山兩氏を各家庭に訪間,滞¥£數時間の用 

集りを持つに至らず再訪を約して出發さる。

4 « 9 口。例會にて第16冋九州エスベラン 

チスト大會へ巢山氏を支部代表として派遣す 

る事に決す。

4 "18日。九州大會の娶望に依る第28冋 

日本大會を紀元2,600年に際し宮崎へ招待の 

件を臨時總會を開き叮決す。

4月25 U 0 K.E.L.並に宮崎支部代表とし 

て中川勝ハ氏を派遣するに決し其送別會を疔 

う。

4丿J 29日。大阪大命にて第28回人會を宮 

崎に開く事の決定通知を受け.饥ちに準備委 

員會結成の爲縣ドEsp-isto大會の開催を議 

し5 JJ14日に會合と決定。
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東 北

猪川我氏送別會

〔仙墓支部〕年中行事のラヂオ放送に,集 

會に,又^產習會のgvidantoとして,junuloj 
の返先に立って御活躍された猶川氏が,大阪 

放送は放送部長として御榮轉になったので, 

6 n1ロ午後7時から,明治製菓で送別會を 

開く。松隈敎授,菊澤氏等相集まり,數々の 

思い出話に名殘を惜しみ,大阪での御活躍を 

御約束して散會。

昨年秋大阪の桑原利秀氏御來仙の赛の歡迎• 

會，12対のザメンホフ祭を最後として,冬服Ĵ 
中だったSESも,仙臺の至寶,猪川氏を大 

阪へ送る事となって,いよいよ起ちあがらね 

注ならぬ弭を疝感,手初めとして,常例集會 

を持つべく相談中。

北海道------

\ 北海道大會期日決定

〔北海道エス聯盟〕4月24日。小梅市高橋 

要一君本部を來訪せられ赣盟及び今年度の全 
道人符について色々協議する所あった。

5乃20 口。聯盟印刷物を各地に發送した。 

内容は報道會■員異動寄附に對する感謝新入會 

□氏名等である。

5月23日。旭川當麻君本部に村山壞と來訪 

仝道大會運動の近況等大いにおり合った。

HELも今年度大會を期して大發展をなす 

べく着々準備中であるがHEし運動完成のた 

めに未だ入會されない方は大急ぎで入會され 

たい。孑績は本部宛に住所氏名明記の上1年 

分會費20錢を納入されればよろしい。

札幌市南四條西14 丁目
北海道エスペラント聯盟本部

〔第7回北海道エス大會準備委員杳〕4月 

14ロ千秋庵に於て第1间準備委員會を開催し 
た。決定事項次の如し。

4月29日。開供.期日は一日とする。會場は 

未定であるが,今井口貨店が候締にあげられ 

て居る〇大會に於て聯盟顧問會長を推薦決定 

する。初等檢定試驗を行う。共の他。

5月23 口。大會インフォルミーロを發行。

5 JJ 23日。早速小檢福田氏始め函館吉旧 

榮氏学ハ名程の參加申込があった。

I-----------------大 陸--------- -

宮崎・由比兩氏歡迎會

〔大連エス會〕5 JJ 26H午後6時半滿鐵社 

員クラブに於て，宮崎.巖氏义び由比忠之進兩 

氏の歡迎會を兼ねて在連同志の懇親會を催し 

た。出張,内地矗省等の事由で出席者少く主 

客合せてio名であったが,元滿鑼字佐艾理 
事（現華北交通總裁）を動かしあの豪奢なエス 

文パンフレットを出させた功勞多き寛太郎氏 

の出席,滿洲の萬澤孃的存在の望丿Jまさ子孃 

の出席は本タの催しを一馬息義あらしめた。 

宮崎氏より皇紀2600年の宮崎人御に關し在 

滿同志の協力を娈舉することありて,先づ大 

連として,守隨,寛,川上，山比の4氏を本タ 

の席上で選び遲くとも來月7-8 Hまでに金滿 

同志と連絡を版り明年の宮峪記念大會への協 

力を計畫することにした。何れ右4氏より仝" 

滿同占に檄を飛ばし運側を開始する筈なれば 
在滿同志洛氏め怒烈なる御聲援を乞う次第で 

ある。

第7回北海道エスペラント大會
開催地札幌市會埸丸井而貨店別室 

會期9リ24日（日.祭り）1日間

PROGRAMO
8.00 — 9.00 受付

9.00—10.00 發评式

10.00—12.00 H. E. L.總會

12.00--13.00 記念撮影,蜜比

13.(X)—14.00 普通檢定試驗

14.00—16.00 大會協議會

16.0〇-- 懇親•晚餐會・

準備委員（委H長）髙瀨正榮,（庶務）佐藤徳 

治,（會計）前 德泰,（委員）和澤治雄,三崎 

豐b,鵜近庄治郎,央戶武志,東隆,長田正之 

助,木村喜壬治,仁烬睦夫,栃内和夫,福原 

久二郎，HI中信之,村山靜子,阿部壽滿子。 

參加屮込及び詳細問合せは下記へ

事務所札幌巾北2條西1丁冃高瀨か 

第7冋北海道エスペラント大會準饰委員會 C319) 43
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都新聞4・?劇評欄に，坊氏の墀名で,厂神 

聖家放」を批評して厂小澤榮の躱之は……フ 

キ了・の文化的な欲求からエスベラント語を無 

理に勉强させらる第二慕第二場の二階が樂し 

く翹ってゐる」。

大阪時事4. 26.厂學藝］欄に厂エスペラ 

ントの今皆•歐米に太刀打ちし得る厂唯一の 

言語——進藤靜太郎」——ロ本エスペラント 

運勸の初期と今日との比較,國際發表用語と 

して,エスペラントが□本の科學者にとりあ 

げられた輝かしい例等。

大阪毎日4. 3〇. 「第一回小坂賞を野原翁 

に授與•防共色濃くエス酷大會開く」——エス 

ペラント大會について，特に小坂賞授與を中

を實現させたザメンホフ博士（新京商工公會 

屮村喜久雄氏談）」——エスペラントについて 

の簡單な啓蒙的紹介。（由比忠之進氏報）

日本議碧新聞5. 5.厂エスペラント大會• 

第一回小放賞授興」——人仰の狀況報道と小 

坂賞受賞者の紹介。（井伏貞子氏報）

宮崎新聞5. 9.「日本エス語大會を祖國日 

向で開く •宮崎支部で準備會組織」一來年度 

大律が宮崎で開かれることになった。

戰車5・9•厂皇紀二千六百年に神都宮崎で 

エスペラント人會——十四日日馬で準備委員

會を開く」。

宮崎毎日5.10.厂日本エス大會宫崎で開 

催•近く準備委員會組織」。

大阪朝日Ĉ宮崎版）5.10.厂全日本工沢ペ 

ラント大會紀元二千六百年に宮崎で」。

宮屹今B 5.10.厂二千六百年に宮崎が全 

日本エス陪大會•祖國日向で國際的快擧の計

心として。

大阪朝B 4. 30.
國民新 4. ・〇.

1日本エス語大會》Jo 
厂ニュース燈豈-欄に厂日

本エス語大會」〇

中央新第4. 3〇. 厂日本エス話大會」。

合同新聞4・30・厂日本エスペラント大會メ 

新愛知4 30•厂十字街」欄に厂エスペラ

ント大會」。

やまと新聞Ŝ.1.厂日本エス語大命」。

办州日日5. 2. 觀光クマモト''の牒價 

世界的に紹介さる一之を機會に積極的に呼 

かく」一IEL機關誌「國際エスペラント」4 
月號に熊本に關する記隶揭載，これを機會に 

熊本市が觀光客招致の國際宣禅に積極的に乘

お」〇

大阪毎日（宮崎版）5-10-厂エスペラント 

で祖國日向紹介」。

九艸!日日5-10-厂エス語通信•ブルがり 

ヤから極東の【I本を憧れて海山千里,まだ見 

ぬ友から平野雅曠氏に便リ」——平野氏の寫 

诞人りで,同氏あてに來たブルガリアの親日 

家ラスソルコウ敎授からの,日本に對するあ 

こがれの手紙について。（市原耿路氏银）.

福岡日日（熊本版）5・!0.厂バルカンの若 

き學徒から綿々の情を寄す・エス語で綴る文

書覆善•ラッソルコフ行と市學務課の平野君」 

内容うえにおなじ。（同氏報）

大阪朝日（熊本版）5-10.
ヤ人は『バルカンの日本人』 

りもつ兩阈學徒の親番交歡」

九州日報（熊本版）5.11.
から聖職日本へ應ふ・ラ氏から平野氏視善書

「僕らブルガリ 

阈際エス辭が収 

同上。（同氏報・）

厂バルカンの友

り出すことになった。（市原耽路氏報）

・阪毎日（熊本版）5-2.厂史嬪名豁四海に 

がく •觀光のクマモト・エスペラントで世界 

に紹介•阿蘇と天草を强調」上記と同じ内容。 

（同氏報）。

九州日報（熊本版）5. 2 .「觀光熊本の聲價 

國際エスペラントに紹介」同上（同上）。

オ州新聞5・3・厂國際觀光界に“森都熊 

木''の登場•エス聯盟機關誌が紹介」同上（同 

上）。

満洲新聞5. 4.厂婦人と趣味」欄に厂輝く

44 （320） 綠星のマーク・萬國に共通する國際補助話•夢

面」同上。（同氏報）

九州新聞5.11.厂エス語を通じて國際線 

善朗話・市學務課勤務の平野氏宛てブルガリ 

ヤから烈々のたより」同上。（同氏報）

戟知新聞5・12・厂口本のキュリー決人・夕 

イブのキイを叩く彼の女は偉い詔學者•鐵道 

局の茁澤まき孃」——五段拔きの大きな寫农 

入りで,萬澤孃が,スエーデン語を自習し,

スエーデン公使と會見したことについて,同 

孃の經歴,抱負談等を揭載。勿論エスペラン 

トについては繰返えし述べてある。（小倉光
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宜氏報）

九州日B 5.12.厂エス語がとりもつ觀光 

クマモト・アメリカから註文」----厂國語エス

ペラント」の記事の反響。C市原耿路氏報）

九州日報（熊本版）5.12.厂エス語の宣博 

が効き米國から嬉しい申込•森都國際觀光地 

へ跳躍」同上。（同氏報）

大匪毎R （熊本版）5.12.厂コロンビヤか 

ら熊卜を知りたい•エス誌の紹介に大當リ」。 

同上。（同氏報） ,、・

趣岡日日（熊本版）5.12.厂午砲臺」欄に 
上肥と同じ內容の記事。（同氏報）

九况新聞 ヨ12.厂世界に昂まる“觀光熊 

本''の聲價・エス誥汛取持つ緣で米國から案 

内書注文」。同上。（同氏報）

九州日日5・13.厂觀光熊本案內書が欲し 

い・一英國人から注文」----英國ワーシングr|i
の1エスペランチゴトから,明年秋同市で開 

く博覽會の日本馆擔當者として,日本認識の 

一資料として熊木案内書注文。（同氏報）

福岡日日（熊半版）5・13.厂一英人が觀光 

熊本をヨリ以上知りたい。この返信は愼亟を 

期する」同上。（同氏報）

;州日報（熊本版）5・13.厂今度は英國か 

ら手紙が舞ひ込む•エス語に見る美しい熊本」 

同上。（同氏秋）

九州新聞5・!4. ,世界に昂まる觀光熊本• 

今度は英谀からエス話案內書の注文」同上。

高知新聞5・15-厂廣山博士が''五十文 

孕''を列作」の中に厂同氏の獨創文字は全世 

界に於て'最も正しいと云はれてゐるエスペラ 

ント鉛によく似た所がある」云々。

宮崎新聞5.16.厂二千の會員來集•明年 

のエス晤大會・・宮崎支部準備協議會」ーー來年 
度大會についての•渚計劃。

官崎今日5.16-厂建阈二千六百年記念大 

會を開催•各種の記念事業も遂行する•宮崎 

エスペラント學會の計劃」同上。

大〇每ヨ（宮崎版）5.吃.厂ハ絃之基柱建 

立献石•エえペラントで全世界に呼びかく •日 

本エス協會の宮崎支部起つ」同上。（日本工 
ス協會は,ロ本エス學會の誤り）。

出來ない人だ,と言ふところ,あすこはい人 

なあ」。

誠明公論5月號厂新刊紹介」欄に厂エス 

ペラント澤『日本書記J!の完成 

について——宮本正男」——「日本畫記」の工 

ペスラント譯の意義，野原氏の略歴,小堀賞 

のことなど。

カナノヒカリ5月號厂國字改良運動 

ニッイテ----ハシダ ケ

ィゾウ」——本誌4刀號揭載の同氏記事の日 

本認譯。

カタカナジダイ5月號厂ニュウガクーシケ 

ン フゥケイ---- ノ、シダ

ケイゾウ」—— 大阪府のある中等學校のn殖 

試間について書いてあるなかに,〇キミ ワ 

エスペラント ヲ 2 ネンカンイエデナ

ラッタソウデスガ,ソウデスカ〇 ［コノ、イソウ

デス。〇ソレデワヒトッイッテゴランナ 

サイ。匚Kスコシタメラッチ）Mi estas （ア 

トッズカズ）。〇ソレワイフタイナニノ 

コトデスカ。匚］ワタクシアリマス。〇厂ワ 

タクシガアリマス」デショウ。匚］ハイソウ 

デス。〇 Bonan tagon, sinjoro. トワ ドウ ェ 

ウントデスカ〇匚Tコンニチワオジサン」 

デス。〇ジョウえデスネ... 〇

同誌同號厂ヤマビコ」欄にアリマヨシ 

ノ、ル氏がOBG日本部について誉い 

ている。

典正5ル號厂九十年前の對米策——高橋 

邦太郎」に，エスペラント入り映畫,

MGMの「白痴の悅び」について言及。

Current of the World 6 月號"Glean-
ings"欄に,厂工

ス語“小坂賞'ゝ一-小坂賞設定,大阪大會, 

第一冋受賞者野原氏の紹介等。（栗栖繼之進 

氏報）

東京堂月報5月號「ざつろく」欄に,小 

坂賞第1回受賞について。（小 
林胖氏報）。 、:

弘前泄筆2月號「『國語を護れ』の歌一 

高橋邦太郎」—— 日本語に混用

の外國語を除け。外人のためにはエスペラン 

トにせよ。

雜 誌 道公論 4月29日號「語學の天才禹澤ま

新協劇画 5月號厂神聖家族について| 3
——分間座談會に「瀧澤——君が兼 

之にエスペラントを敎へて.あなたは勉强が

き子女」——禹澤嬢がスヱ-デ 

ン語の學習をしていて，同國公使に面會した 

ことに關聯して,エスペランチストとしての 

地位をくわしく紹介。 (321)45



製液體容器を製作販応

;し£ .大會の〇仕

鄉 ciala Proto-
だ! koloを,今月J 發衣する豫定

ゝー ・でしたが,す

.こしのてちがいのため,原稿 

がまにあいませんでした。

しかし,すでに全部そろい 

tしたから，來月號に發表し 

ます。あしからず。

今JJ號の厂高等;試驗答案批 

評」は，高等學カ檢定試驗を 

受ける人のみでなく，一般に 

與えるところがすくなくない 

とおもいます。

ことに岡本氏の厂文法批評」 

は7ペイジにわたる，大變讚 

みごたえのあるものです。

•盟邦ハンガ・リ小史“ Mal
longigita historio de Hunga- 
rujo"は,特に本誌のため, 

Marczell博士が書きおろし 

てくだ'さったものです。あと 

3回くらいつヾきます。執筆 

者および,その斡旋をしてく 

ださったKovacs氏に深く感 

謝します。. 加 、

仄保さんが,ヨーロッパの 

エスペラント界の最近の狀況 

について澤山の話題を携えて 

歸って來られました。いずれ 

それらのお話しを書いていた 

だこうとおもっておリます。

募務員入用初世話くださ 

い。くわしくはP- 2!を御畫 

ください。（學會庶務部）

個人消息

榮轉•就職 

鐵道省關係移動

靑木武造氏（前評策貝）は， 

1年以上にわたる病氣恢復,鐵 

道有から國府津保線净務所へ 

神津康一氏は鐵道省大宮工 

場長から來京鐵遇肘工作部長 

横井領郎氏は八幡製鐵所鐵 

道監賢官から鐵道調査部技獅

放送局韶長二人

橋田慶宜氏（學诃終身會員） 

は大阪中央放送梢千里放送所 

長から廣島放送局技術部長に 

薙川璃氏は,仙・放送局か 

ら大阪中央放送局帳道部長に 

江上不二夫氏（前評議員）は 

日本大學溝帥に就任。

上谷良吉氏は上京,日本人 

學豫科敎授に就任。

酒井卿氏（評議ロ）は昭和硏 

究所へ入所。

宇都宮正氏は愛媛縣南宇和 

郡城邊町メソヂスト敎會へ。

開•業 

エスペラント名商站發竟 

伊菽幸一氏（大阪）は,日本 

孵卵器製作所を創設,特許孵 

卵器及びu Kankro n印陶器

結 婚

原田三馬氏（元評議員•現在帶 

農在住）5月22日旭川で結婚

島津徳三郎氏（東京）5月 

結婚された。

-海タト旅行

坂本ハルヱ嬢（橫濱•神奈川 

縣河港課勤務）公務でアフノr 
二％タンへ出張。

久保貞次郎氏（評議U） 5月 

29日香収丸で歸朝。

出 版

中垣虎兒郎氏譯厂カムチャ 

ッカ紀行」（ボルクマン）は,改 

造文巫の1篇として再刊。

哀 悼

池田善政氏（軍醫少佐） 

は,5 ）J 3日急逝された。

菅原壽子（東京）6 n 
1ロ死去された。

小坂賞基金寄附者芳名⑺

5 JJ1日から5月31日まで

廣 

香

ft 
港

野村 

中村

洋吉 

垂利

5
10

北 米 須 木 耍 18
東 京 石 黑 修 10

計 43
x .50

21.50
前月まで1393.50

1415.00

每力一囘 
一日發石

エスペラ 第七年 
第七號

fi R > 
故行人 

印刷人

印刷所

大 井 學

竹田佐诫

一匡印脱所

定價一部20錢•送料5厘

昭〇!十四を六月十口 耳?3供本 
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1年分2 IHI 43錢・送料共

等歡日本エスペラント學會粹拱
所 東京市本鄕區元町1丁目13番地4 電話小石川う415



r 戰爭と文化
「戰爭は文化の破壞である」とゆう今までの一般通念に反して,支那事變が「文化 

再建設のための戰い」であることは,ゆうまでもないことで，およそ丨!本人たるもの 

は,戰線にあると,銃後にあるとをとわず,生命を賭けて，この聖業の逹成に協力し 
・なければならない。 :恚;g

このとき,われわれは，新丸化建設の言語的手段たるエスペラントこそ,國家百年 

の大業を扶ける武器であることに自覺L,これが發展に全力を盡すべきである。

されば,日本0エスペランチストは,「エスペラントは,言語。分野における歐米 

優越の打破であり,H本文化宣揚の武器である］との傳統的信念のもとに結束を固 

めて,「エスペラントは日本から1の念願の實現に邁進しなければならない。

學會は,大阪における大會に際］,維持會總倉全Ŭの賛成により,「I木文化宣揚部 

を設け,これが事業遂行について準備中であるが,これが成功を期する上にも,全阈 

の同志の協力に俟たなければならない。おりから,上紀の火會ておいては,本皐會 

を名實ともにH本のエスペラント運動のか心機關として推戴するとの再確認案を滿 
場一致で可決した〇

この期に際し,日本のエスベランチストにして,まだ學會に入仰していない人はた 

だちに入轲し,すでに入會している人は,知人を入轲せしめるよう努力されたい。

會費（年額）正會U 3 ［fti,賛助會恒5圓，特別會員!0 終身會員（一時金）100
圓以」:。

入 手續 姓名（フリカナまたはローマ字書き付）,住所,職業明記,振替貯金〈束 

京11325番）で，1年分會•費を拂いこまれればよい。

檢關誌u La Revuo Orienta M （「エスペラント」と同一物）を每號お送りする。

ふるほん•あんない

Fabloj Lau Ezopo, 1914
Orienta Stelo VI. N-ro 1,1916 
Aldono a! 〇, S. J. VI. N-ro 1,1916 

（エスペラント助研一覽集）

Orienta Stelo Jaro V. N ro 4,1915 
以上4部わ横須賀エスペラント支部會發行, 

西洋半紙ガリ版刷り假綴のものゝ わが國 

エスペラント文献中で、も最も貴觅なものの 

ひとつです。因にJ. E. I.發行のFabloj 
de Ezopoの表紙に便われてある［狐とぶ 

どう」の繪は上揭"Fabloj Liu Ezopo " 
の表紙繪から轉载したもので,「K. O.jな 
るサインカ;人っております。ヽ.

以上4部にて................. F.93
Tondaja Sookiĉi （Malnova Japana 

Rakonto）, 1914. M. Hikosaka 2-50

Verkaro de D-ro L. L. Zamenhof
Voi.I,1916・ Soken Harada (Sekaigo- 
ŝoin) .........................................?・OĴ

La Japana Esperantisto (Oficiala
organo de Japana Esperantista
Asocio) Voi.I, N-ro 5—Voi. III, N-ro 
9-12 (Mankas Voi. II. N-ro 1)

La Japana L sperantisto (Ofciala 
organo de J. E. A.) Voi.I, N-ro 2.

Japana Espe antisto (Oficiala organo 
de J. E. A.) Voi.X, N-ro 10-11
以上22部にて................. 10.00

★エスペラント書籍瓷價買入。★和漢洋,新 

古書籍一切の賣買交換。伏御照會わ下記え

東京市杉ル區高圓寺7 968

賀川普店 振替東京3479



昭昭稍

LA REVUO ORIENTA 
Monate eldonata de 

JapEsperanto Instituto 
Japanujo, TOKIO, HongoMotomati 

Aboakotlto： 4 jeo.
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